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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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606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 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

((((1111)))) 慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日のののの沖縄全戦没者追悼式沖縄全戦没者追悼式沖縄全戦没者追悼式沖縄全戦没者追悼式でのでのでのでの知事知事知事知事のののの平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言「「「「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県外移設県外移設県外移設県外移設・・・・日米日米日米日米
地位協定地位協定地位協定地位協定のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを強強強強くくくく求求求求めるめるめるめる」」」」にににに対対対対しししし、、、、首相首相首相首相はどうはどうはどうはどう受受受受けとめたかけとめたかけとめたかけとめたか、、、、知事知事知事知事のののの所感所感所感所感
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの教訓教訓教訓教訓をををを継承継承継承継承するするするする」」」」とはとはとはとは、、、、どういうどういうどういうどういう意味意味意味意味かかかか。。。。

((((3333)))) 「「「「我我我我がががが国国国国がががが築築築築いてきたいてきたいてきたいてきた平和主義平和主義平和主義平和主義のののの堅持堅持堅持堅持」」」」とはとはとはとは、、、、現憲法現憲法現憲法現憲法をををを堅持堅持堅持堅持するとするとするとすると理解理解理解理解してよいかしてよいかしてよいかしてよいか。。。。

((((4444)))) 防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣、、、、外務大臣出席外務大臣出席外務大臣出席外務大臣出席はははは、、、、辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進のためののためののためののための宣撫工作宣撫工作宣撫工作宣撫工作としてとしてとしてとして受受受受けとめるけとめるけとめるけとめる向向向向きがきがきがきが
あるがあるがあるがあるが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの実相実相実相実相（（（（一人一人一人一人一人一人一人一人のののの死死死死にににに至至至至るるるる実相実相実相実相））））をををを記録記録記録記録しししし、、、、どうどうどうどう伝伝伝伝えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか、、、、そのそのそのその施策施策施策施策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

2222 農業振興策農業振興策農業振興策農業振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内農業県内農業県内農業県内農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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農業従事者農業従事者農業従事者農業従事者のののの減少減少減少減少にににに対対対対するするするする施策施策施策施策ををををソフトソフトソフトソフト、、、、ハードハードハードハード面面面面でどのようにでどのようにでどのようにでどのように講講講講じているかじているかじているかじているか。。。。農業所得農業所得農業所得農業所得
のののの向上策向上策向上策向上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。。。。

ｲｲｲｲ 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金によるによるによるによる県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村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。。。。市町村市町村市町村市町村とのとのとのとのミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチ
はないかはないかはないかはないか。。。。

ｳｳｳｳ 主要農産物主要農産物主要農産物主要農産物（（（（10101010品目程度品目程度品目程度品目程度））））のののの今後今後今後今後のののの生産見通生産見通生産見通生産見通しとしとしとしと奨励品目奨励品目奨励品目奨励品目ないしないしないしないし、、、、有望品目有望品目有望品目有望品目はははは何何何何かかかか。。。。

ｴｴｴｴ 近年近年近年近年、、、、県内県内県内県内ででででスリップススリップススリップススリップスのののの中中中中のののの「「「「チャノキイロアザミウマチャノキイロアザミウマチャノキイロアザミウマチャノキイロアザミウマ」」」」がががが蔓延蔓延蔓延蔓延しているしているしているしている。。。。そのそのそのその防除策防除策防除策防除策はははは
どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

3333 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についてについてについてについて
　　　　条例制定条例制定条例制定条例制定のののの法的問題法的問題法的問題法的問題ははははクリアクリアクリアクリアされているされているされているされている。。。。低賃金労働者低賃金労働者低賃金労働者低賃金労働者がふえているがふえているがふえているがふえている現状現状現状現状でででで、、、、県県県県のののの業務契業務契業務契業務契
約約約約によるによるによるによる労働者等労働者等労働者等労働者等のののの適正適正適正適正なななな労働条件労働条件労働条件労働条件をををを確保確保確保確保することによりすることによりすることによりすることにより、、、、公契約公契約公契約公契約にににに係係係係るるるる事業事業事業事業のののの質質質質のののの向上向上向上向上
をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって県民県民県民県民がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる地域社会地域社会地域社会地域社会のののの実現実現実現実現にににに寄与寄与寄与寄与するするするする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ににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組むむむむ決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 豊見城団地南分譲地内豊見城団地南分譲地内豊見城団地南分譲地内豊見城団地南分譲地内のののの「「「「崖崩崖崩崖崩崖崩れれれれ」」」」対策工事対策工事対策工事対策工事のののの早期実施早期実施早期実施早期実施にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情についてについてについてについて
　　　　表題表題表題表題のののの陳情陳情陳情陳情がががが出出出出されているされているされているされている。。。。どうどうどうどう対応対応対応対応するするするする考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺うううう。。。。

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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606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 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 生活保護改悪問題生活保護改悪問題生活保護改悪問題生活保護改悪問題についてについてについてについて

((((1111)))) 安倍自公政権安倍自公政権安倍自公政権安倍自公政権はははは、、、、憲法憲法憲法憲法25252525条条条条でででで保障保障保障保障するするするする「「「「健康健康健康健康でででで文化的文化的文化的文化的なななな最低限度最低限度最低限度最低限度のののの生活生活生活生活」」」」をもをもをもをも踏踏踏踏みにじみにじみにじみにじ
りりりり「「「「生存権生存権生存権生存権」」」」をもをもをもをも脅脅脅脅かすかすかすかす。。。。生活保護法生活保護法生活保護法生活保護法のののの改悪改悪改悪改悪をををを強行強行強行強行していますしていますしていますしています。。。。
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。。。。撤回撤回撤回撤回をををを要求要求要求要求せよせよせよせよ。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの生活保護生活保護生活保護生活保護のののの受給世帯数受給世帯数受給世帯数受給世帯数（（（（者者者者））））のののの３３３３年間年間年間年間のののの推移推移推移推移。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内のののの餓死餓死餓死餓死によるによるによるによる死亡者数死亡者数死亡者数死亡者数のののの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。。。。

2222 安倍自公政権安倍自公政権安倍自公政権安倍自公政権のののの金融政策金融政策金融政策金融政策（（（（アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス））））についてについてについてについて

((((1111)))) 安倍自公政権安倍自公政権安倍自公政権安倍自公政権のののの金融政策金融政策金融政策金融政策（（（（アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス））））でででで急激急激急激急激なななな円安円安円安円安をををを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし、、、、燃油燃油燃油燃油、、、、飼料飼料飼料飼料、、、、光熱水光熱水光熱水光熱水
費費費費、、、、資材資材資材資材がががが高騰高騰高騰高騰しししし、、、、漁業漁業漁業漁業、、、、農業農業農業農業、、、、中小商工業中小商工業中小商工業中小商工業にににに深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃をををを与与与与ええええ県民生活県民生活県民生活県民生活にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影影影影
響響響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。。。。国国国国のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策、、、、県県県県のののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスのののの金融政策金融政策金融政策金融政策によるによるによるによる県内県内県内県内のののの農業農業農業農業、、、、漁業漁業漁業漁業、、、、中小商工業者中小商工業者中小商工業者中小商工業者へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額についてについてについてについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 電気電気電気電気、、、、ガスガスガスガス料金等料金等料金等料金等のののの公共料金公共料金公共料金公共料金のののの値上値上値上値上げはげはげはげは、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担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。。。。公共公共公共公共
料金料金料金料金のののの値上値上値上値上げによるげによるげによるげによる影響額影響額影響額影響額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。。。。

((((4444)))) 輸入品輸入品輸入品輸入品のののの高騰高騰高騰高騰でででで中小商工業者中小商工業者中小商工業者中小商工業者のののの８８８８割割割割はははは価格価格価格価格にににに転嫁転嫁転嫁転嫁できないとできないとできないとできないと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。小麦粉小麦粉小麦粉小麦粉、、、、
大豆大豆大豆大豆のののの高騰高騰高騰高騰によってそばによってそばによってそばによってそば屋屋屋屋、、、、パンパンパンパン屋屋屋屋、、、、豆腐業者等関連事業主豆腐業者等関連事業主豆腐業者等関連事業主豆腐業者等関連事業主にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて

((((5555)))) 生活必需品生活必需品生活必需品生活必需品ののののトイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパーのののの卸値卸値卸値卸値がががが15151515％％％％高高高高くなるとくなるとくなるとくなると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。消費者価格消費者価格消費者価格消費者価格はははは
幾幾幾幾らになっていますからになっていますからになっていますからになっていますか、、、、生活用品関連生活用品関連生活用品関連生活用品関連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。。。。

((((6666)))) 酪農酪農酪農酪農、、、、畜産用配合飼料価格安定制度畜産用配合飼料価格安定制度畜産用配合飼料価格安定制度畜産用配合飼料価格安定制度のののの支援拡充支援拡充支援拡充支援拡充についてについてについてについて

((((7777)))) 酪農酪農酪農酪農、、、、畜産畜産畜産畜産のののの輸入粗飼料輸入粗飼料輸入粗飼料輸入粗飼料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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰によりによりによりによりビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウスのののの資材資材資材資材、、、、化学肥料化学肥料化学肥料化学肥料のののの値上値上値上値上がりはがりはがりはがりは農業経営農業経営農業経営農業経営にもにもにもにも大大大大きなきなきなき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。。。。施設園芸施設園芸施設園芸施設園芸、、、、菊菊菊菊、、、、果樹果樹果樹果樹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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((9999)))) 燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰でででで漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営はははは甚大甚大甚大甚大なななな影響影響影響影響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。「。「。「。「漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営セーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネット構築構築構築構築
事業事業事業事業」」」」へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策をををを拡大拡大拡大拡大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。。。。セーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットへのへのへのへの加入漁船加入漁船加入漁船加入漁船
数数数数、、、、加入率加入率加入率加入率、、、、加入促進加入促進加入促進加入促進をををを図図図図るためるためるためるため、、、、加入手続加入手続加入手続加入手続のののの簡素化簡素化簡素化簡素化、、、、漁協漁協漁協漁協へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策、、、、加入促進加入促進加入促進加入促進のののの具具具具
体的体的体的体的なななな対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((10101010))))農業農業農業農業、、、、漁業漁業漁業漁業のののの経営改善経営改善経営改善経営改善をををを図図図図るためるためるためるため、、、、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をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推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。。。。

3333 辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古海域辺野古海域辺野古海域辺野古海域にににに隣接隣接隣接隣接するするするする宜野座宜野座宜野座宜野座、、、、金武金武金武金武、、、、石川石川石川石川３３３３漁協漁協漁協漁協のののの「「「「辺野古地先辺野古地先辺野古地先辺野古地先のののの米軍飛行場建設米軍飛行場建設米軍飛行場建設米軍飛行場建設にににに
反対反対反対反対するするするする漁民大会漁民大会漁民大会漁民大会」」」」でででで各漁協各漁協各漁協各漁協のののの代表代表代表代表はははは、「、「、「、「埋埋埋埋めめめめ立立立立てによるてによるてによるてによる汚染汚染汚染汚染やややや藻場藻場藻場藻場のののの消失消失消失消失、、、、潮流潮流潮流潮流のののの変変変変
化化化化がががが漁業漁業漁業漁業にににに大大大大きなきなきなきな悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす」、「」、「」、「」、「若若若若いいいい世代世代世代世代がががが希望希望希望希望をもってをもってをもってをもって漁漁漁漁をおこないをおこないをおこないをおこない、、、、子子子子どもたどもたどもたどもた
ちにちにちにちに豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海をををを引引引引きききき継継継継いでいくためにいでいくためにいでいくためにいでいくために埋立埋立埋立埋立にににに反対反対反対反対」」」」とのとのとのとの訴訴訴訴えがえがえがえが相次相次相次相次ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに
よってよってよってよって辺野古周辺辺野古周辺辺野古周辺辺野古周辺のののの東海岸一帯海域東海岸一帯海域東海岸一帯海域東海岸一帯海域のののの生態系生態系生態系生態系がががが破壊破壊破壊破壊されることはされることはされることはされることは明白明白明白明白ですですですです。。。。そのそのそのその影響影響影響影響にににに
ついてどうついてどうついてどうついてどう認識認識認識認識されるかされるかされるかされるか。。。。

((((2222)))) 環境環境環境環境にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設のののの公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請にににに知事知事知事知事はははは明確明確明確明確
にににに反対反対反対反対すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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。。。。

4444 憲法改悪問題憲法改悪問題憲法改悪問題憲法改悪問題についてについてについてについて
　　　　沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは、、、、あのあのあのあの悲惨悲惨悲惨悲惨なななな沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でででで多多多多くのくのくのくの人人人人たちのたちのたちのたちの生命生命生命生命がががが奪奪奪奪われわれわれわれ、、、、今今今今なおなおなおなお戦争戦争戦争戦争のののの被害被害被害被害でででで苦苦苦苦
しんでいますしんでいますしんでいますしんでいます。。。。再再再再びびびび戦争戦争戦争戦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えさせてはならないえさせてはならないえさせてはならないえさせてはならない県民県民県民県民のののの譲譲譲譲ることのできないることのできないることのできないることのできない平和平和平和平和
へのへのへのへの願願願願いですいですいですいです。。。。しかししかししかししかし、、、、自公安倍政権自公安倍政権自公安倍政権自公安倍政権はははは、、、、憲法憲法憲法憲法96969696条条条条、、、、９９９９条条条条をををを変変変変ええええ国防軍国防軍国防軍国防軍をををを創設創設創設創設しししし日本日本日本日本をををを戦争戦争戦争戦争
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するするするする国国国国にににに変変変変えようとしていますえようとしていますえようとしていますえようとしています。。。。知事知事知事知事はははは憲法改悪憲法改悪憲法改悪憲法改悪にににに反対反対反対反対すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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いまいまいま
すすすす。。。。

5555 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦をををを体験体験体験体験したしたしたした高齢者高齢者高齢者高齢者のののの４４４４割割割割がががが深刻深刻深刻深刻なななな心心心心のののの傷傷傷傷（（（（トラウマトラウマトラウマトラウマ））））をををを抱抱抱抱ええええ、、、、心的外傷心的外傷心的外傷心的外傷ストレスストレスストレスストレス障害障害障害障害（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ
ＴＳＤ）ＴＳＤ）ＴＳＤ）ＴＳＤ）をををを発症発症発症発症、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは発症発症発症発症するするするする可能可能可能可能がががが高高高高いとのいとのいとのいとの調査結果調査結果調査結果調査結果ををををトラウマトラウマトラウマトラウマ研究会研究会研究会研究会がががが明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし
たたたた。。。。このこのこのこの現状現状現状現状をををを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認識認識認識認識するかするかするかするか。。。。国国国国・・・・県県県県はははは、、、、全全全全てのてのてのての体験者体験者体験者体験者をををを対象対象対象対象ににににＰＴＳＤＰＴＳＤＰＴＳＤＰＴＳＤのののの調査調査調査調査
をををを行行行行いいいい適切適切適切適切なななな治療治療治療治療をををを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

6666 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定、、、、日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて

((((1111)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定はははは、、、、地元地元地元地元やややや漁民漁民漁民漁民のののの意向意向意向意向もももも全全全全くくくく無視無視無視無視しししし、、、、地元地元地元地元にににに何何何何のののの説明説明説明説明もなしにもなしにもなしにもなしに「「「「久米西久米西久米西久米西」」」」のののの
好漁場好漁場好漁場好漁場をををを初初初初めめめめ先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島のののの北側北側北側北側のののの水域水域水域水域もももも含含含含めてめてめてめて台湾台湾台湾台湾がががが主張主張主張主張するするするする暫定執行線暫定執行線暫定執行線暫定執行線よりもよりもよりもよりも広広広広いいいい水水水水
域域域域でのでのでのでの操業操業操業操業をををを認認認認めるものになっていますめるものになっていますめるものになっていますめるものになっています。。。。漁業者漁業者漁業者漁業者のののの安全操業安全操業安全操業安全操業とととと生活生活生活生活にににに大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを与与与与ええええ
食料主権食料主権食料主権食料主権をををを放棄放棄放棄放棄するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、絶対許絶対許絶対許絶対許されませんされませんされませんされません。。。。中台中台中台中台のののの連携連携連携連携をををを恐恐恐恐れたれたれたれたアメリカアメリカアメリカアメリカのののの意向意向意向意向
がががが強強強強くくくく働働働働いたといたといたといたと言言言言われているわれているわれているわれている日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定にににに強強強強くくくく抗議抗議抗議抗議しししし、、、、日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定、、、、同様同様同様同様にににに日中漁日中漁日中漁日中漁
業協定業協定業協定業協定のののの見直見直見直見直しをしをしをしを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((2222)))) 漁業者漁業者漁業者漁業者がががが最大限最大限最大限最大限のののの譲歩譲歩譲歩譲歩としてとしてとしてとして要求要求要求要求しているしているしているしている先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島のののの北北北北ではではではでは、、、、東経東経東経東経125125125125度度度度30303030分以東分以東分以東分以東のののの水水水水
域域域域にににに台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船をををを入入入入れないことれないことれないことれないこと。。。。先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島のののの南南南南ではではではでは、、、、台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船のののの操業操業操業操業をををを認認認認めないことにつめないことにつめないことにつめないことにつ
いていていていて国国国国にににに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ををを要求要求要求要求せよせよせよせよ。。。。

((((3333)))) 台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船にににに対対対対してしてしてして、、、、拿捕拿捕拿捕拿捕などなどなどなど徹底取徹底取徹底取徹底取りりりり締締締締まりをまりをまりをまりを行行行行うことについてのうことについてのうことについてのうことについての沖縄側沖縄側沖縄側沖縄側のののの要求要求要求要求についについについについ
てててて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対策がががが講講講講じられていますかじられていますかじられていますかじられていますか。。。。

((((4444)))) 漁業者漁業者漁業者漁業者のののの安全操業安全操業安全操業安全操業をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、無線機無線機無線機無線機のののの整備拡充整備拡充整備拡充整備拡充にににに対対対対するするするする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いまいまいま
すすすす。。。。

7777 米軍米軍米軍米軍とととと海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊のののの艦船艦船艦船艦船によるによるによるによる沖縄久米島沖沖縄久米島沖沖縄久米島沖沖縄久米島沖でのでのでのでのマグロマグロマグロマグロはえはえはえはえ縄切断事件縄切断事件縄切断事件縄切断事件はははは、、、、漁民漁民漁民漁民のののの間間間間にににに
大大大大きなきなきなきな不安不安不安不安をををを広広広広げていますげていますげていますげています。。。。漁業者漁業者漁業者漁業者はははは、「、「、「、「操業操業操業操業していてしていてしていてしていて朝朝朝朝、、、、目目目目がががが覚覚覚覚めるとめるとめるとめると日米日米日米日米のののの艦船艦船艦船艦船にににに囲囲囲囲まままま
れていたということもあるれていたということもあるれていたということもあるれていたということもある」、「」、「」、「」、「安心安心安心安心してしてしてして漁漁漁漁にににに出出出出ることができないることができないることができないることができない」」」」とととと訴訴訴訴えていますえていますえていますえています。。。。漁民漁民漁民漁民のののの安全安全安全安全
操業操業操業操業をををを守守守守るためのるためのるためのるための対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 日本維新日本維新日本維新日本維新のののの会共同代表会共同代表会共同代表会共同代表のののの橋下大阪市長橋下大阪市長橋下大阪市長橋下大阪市長はははは、、、、戦時中戦時中戦時中戦時中のののの旧日本軍旧日本軍旧日本軍旧日本軍「「「「慰安婦慰安婦慰安婦慰安婦」」」」についてについてについてについて、、、、慰安婦慰安婦慰安婦慰安婦
制度制度制度制度はははは必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは誰誰誰誰だってわかっているだってわかっているだってわかっているだってわかっている、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、米軍司令官米軍司令官米軍司令官米軍司令官にににに「「「「風俗業風俗業風俗業風俗業をををを活用活用活用活用してほしいしてほしいしてほしいしてほしい」」」」
とのとのとのとの暴言暴言暴言暴言はははは女性女性女性女性のののの人権人権人権人権をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり人間人間人間人間のののの尊厳尊厳尊厳尊厳をををを冒瀆冒瀆冒瀆冒瀆するものですするものですするものですするものです。。。。日本軍日本軍日本軍日本軍のののの「「「「慰安婦慰安婦慰安婦慰安婦」」」」問問問問
題題題題はははは、、、、侵略戦争侵略戦争侵略戦争侵略戦争のののの中中中中でででで女性女性女性女性のののの人権人権人権人権をををを極限極限極限極限までじゅうりんしたまでじゅうりんしたまでじゅうりんしたまでじゅうりんした人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害のののの戦争犯罪戦争犯罪戦争犯罪戦争犯罪ですですですです。。。。橋橋橋橋
下暴言下暴言下暴言下暴言はははは歴史歴史歴史歴史をををを歪曲歪曲歪曲歪曲しししし侵略戦争侵略戦争侵略戦争侵略戦争をををを肯定肯定肯定肯定するものでありするものでありするものでありするものであり断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認できないできないできないできない。。。。撤回撤回撤回撤回とととと謝罪謝罪謝罪謝罪をををを強強強強
くくくく求求求求めるべきですめるべきですめるべきですめるべきです。。。。

9999 就学援助支援制度就学援助支援制度就学援助支援制度就学援助支援制度についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法憲法憲法憲法でででで定定定定められているめられているめられているめられている「「「「義務教育義務教育義務教育義務教育はははは無償無償無償無償」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、国国国国にににに義務教育義務教育義務教育義務教育のののの無償化無償化無償化無償化をををを求求求求めることめることめることめること
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)))) 県県県県もももも独自独自独自独自のののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、認定基準認定基準認定基準認定基準のののの緩和緩和緩和緩和、、、、支援内容支援内容支援内容支援内容のののの拡充拡充拡充拡充をををを図図図図ることについることについることについることについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 各市町村各市町村各市町村各市町村のののの認定数認定数認定数認定数、、、、認定率認定率認定率認定率、、、、認定基準認定基準認定基準認定基準、、、、給付内容給付内容給付内容給付内容のののの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。。。。

((((4444)))) 就学援助就学援助就学援助就学援助のののの認定認定認定認定にににに「「「「民生委員民生委員民生委員民生委員のののの助言不要助言不要助言不要助言不要」」」」とのとのとのとの法改正法改正法改正法改正がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。改善改善改善改善されていなされていなされていなされていな
いいいい市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの指導指導指導指導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。。。。

10101010 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についてについてについてについて

((((1111)))) 学校給食学校給食学校給食学校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りでありでありであり、、、、本来無償本来無償本来無償本来無償にすべきでありますにすべきでありますにすべきでありますにすべきであります。。。。県内県内県内県内ではではではでは、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食のののの無無無無
償化償化償化償化をををを実施実施実施実施するするするする市町村市町村市町村市町村がふえていますがふえていますがふえていますがふえています。。。。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。。。。県県県県のののの支援支援支援支援でででで学校学校学校学校
給食給食給食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るようするようするようするよう求求求求めますめますめますめます。。。。

11111111 非婚世帯非婚世帯非婚世帯非婚世帯へのへのへのへの「「「「寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除」」」」をみなしをみなしをみなしをみなし適用適用適用適用しししし住民税等住民税等住民税等住民税等のののの算定算定算定算定についてについてについてについて

((((1111)))) 救済等救済等救済等救済等をををを構構構構ずることをずることをずることをずることを県県県県がががが財政支援財政支援財政支援財政支援しししし、、、、市町村市町村市町村市町村でのみなしでのみなしでのみなしでのみなし適用適用適用適用のののの促進促進促進促進をををを図図図図ることることることること、、、、国国国国にににに対対対対
しししし、、、、所得税法所得税法所得税法所得税法のののの抜本改正抜本改正抜本改正抜本改正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)))) 非婚世帯数非婚世帯数非婚世帯数非婚世帯数、、、、非婚世帯非婚世帯非婚世帯非婚世帯にににに「「「「寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除」」」」のののの適用適用適用適用がないことによるがないことによるがないことによるがないことによる影響影響影響影響についてについてについてについて

12121212 台風災害対策台風災害対策台風災害対策台風災害対策についてについてについてについて

((((1111)))) 糸満市糸満市糸満市糸満市のののの真壁南真壁南真壁南真壁南、、、、真栄原南真栄原南真栄原南真栄原南、、、、冠水被害対策冠水被害対策冠水被害対策冠水被害対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 糸満市糸満市糸満市糸満市のののの真壁南真壁南真壁南真壁南、、、、真栄原南土地改良地区真栄原南土地改良地区真栄原南土地改良地区真栄原南土地改良地区ではではではでは繰繰繰繰りりりり返返返返されているされているされているされている冠水被害冠水被害冠水被害冠水被害にににに「「「「農業農業農業農業をををを続続続続
けていけないけていけないけていけないけていけない」」」」とのとのとのとの悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴がががが上上上上がりがりがりがり、、、、生産意欲生産意欲生産意欲生産意欲がががが失失失失われかねないわれかねないわれかねないわれかねない深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態になっていまになっていまになっていまになっていま
すすすす。。。。一刻一刻一刻一刻もももも早早早早いいいい緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策とととと抜本対策抜本対策抜本対策抜本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。。。。

ｲｲｲｲ 農作物農作物農作物農作物、、、、おおおお墓墓墓墓へのへのへのへの補償支援補償支援補償支援補償支援をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、希望者希望者希望者希望者にはにはにはには施設施設施設施設のののの移転補償移転補償移転補償移転補償をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。
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((((2222)))) 糸洲後原糸洲後原糸洲後原糸洲後原のののの冠水被害対策冠水被害対策冠水被害対策冠水被害対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 糸洲後原糸洲後原糸洲後原糸洲後原ではではではでは、、、、県農業研究県農業研究県農業研究県農業研究センターセンターセンターセンターのののの貯水池貯水池貯水池貯水池からあふれからあふれからあふれからあふれ出出出出たたたた水水水水がががが畑畑畑畑やややや畜舎畜舎畜舎畜舎にににに流流流流れれれれ込込込込
みみみみ甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策とととと抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 被災被災被災被災したしたしたした農作物農作物農作物農作物、、、、修理工場修理工場修理工場修理工場、、、、畜舎畜舎畜舎畜舎へのへのへのへの補償補償補償補償をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。

((((3333)))) 武富武富武富武富ハイツハイツハイツハイツのののの傾斜地崩壊危険区域傾斜地崩壊危険区域傾斜地崩壊危険区域傾斜地崩壊危険区域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対策抜本対策抜本対策抜本対策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。

13131313 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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606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 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) ４４４４・・・・28282828「「「「主権回復主権回復主権回復主権回復のののの日日日日」」」」政府式典政府式典政府式典政府式典とととと同式典同式典同式典同式典にににに抗議抗議抗議抗議するするするする「「「「屈辱屈辱屈辱屈辱のののの日日日日」」」」沖縄大会沖縄大会沖縄大会沖縄大会についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 政府式典政府式典政府式典政府式典にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解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 「「「「屈辱屈辱屈辱屈辱のののの日日日日」」」」沖縄大会沖縄大会沖縄大会沖縄大会にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解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)))) 橋下大阪市長橋下大阪市長橋下大阪市長橋下大阪市長・・・・日本維新日本維新日本維新日本維新のののの会共同代表会共同代表会共同代表会共同代表のののの問題発言問題発言問題発言問題発言についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 従軍慰安婦従軍慰安婦従軍慰安婦従軍慰安婦にににに関関関関するするするする問題発言問題発言問題発言問題発言についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地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)))) ＦＦＦＦ15151515墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故とととと飛行再開飛行再開飛行再開飛行再開についてについてについてについて
　　　　米軍米軍米軍米軍のののの運用姿勢運用姿勢運用姿勢運用姿勢にににに対対対対するするするする見解見解見解見解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)))) ＦＦＦＦ22222222配備延長配備延長配備延長配備延長についてについてについてについて
　　　　周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域からからからから常駐化常駐化常駐化常駐化をををを懸念懸念懸念懸念するするするする声声声声がありがありがありがあり、、、、配備延長配備延長配備延長配備延長はははは到底容認到底容認到底容認到底容認できないできないできないできない。。。。県県県県はははは強強強強くくくく抗抗抗抗
議議議議・・・・反対反対反対反対すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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追加配備追加配備追加配備追加配備とととと違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 去去去去るるるる４４４４月月月月29292929日日日日、、、、日米防衛相会談日米防衛相会談日米防衛相会談日米防衛相会談でででで普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場へのへのへのへのＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ12121212機機機機のののの追加配備追加配備追加配備追加配備
がががが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 運用運用運用運用がががが制限制限制限制限されているされているされているされている夜間夜間夜間夜間のののの違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行にににに対対対対しししし、、、、在日米軍在日米軍在日米軍在日米軍はまたもはまたもはまたもはまたも必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限でありでありでありであり合合合合
意違反意違反意違反意違反はないとはないとはないとはないと回答回答回答回答したしたしたした。。。。県県県県のののの見解見解見解見解についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 関連関連関連関連してしてしてして、、、、現行現行現行現行のののの防音工事防音工事防音工事防音工事ではではではではオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ特有特有特有特有のののの低周波音低周波音低周波音低周波音にににに対対対対するするするする遮音効果遮音効果遮音効果遮音効果がががが不十分不十分不十分不十分
であることがであることがであることがであることが、、、、渡嘉敷琉大准教授渡嘉敷琉大准教授渡嘉敷琉大准教授渡嘉敷琉大准教授のののの調査調査調査調査でででで判明判明判明判明したしたしたした。。。。実態実態実態実態をよりをよりをよりをより正確正確正確正確にににに把握把握把握把握するためにするためにするためにするために
県県県県としてもとしてもとしてもとしても独自独自独自独自にににに調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するかするかするかするか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは国国国国のののの責任責任責任責任でででで調査調査調査調査をををを行行行行うよううよううよううよう求求求求めていくべきめていくべきめていくべきめていくべき
とととと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解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)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地のののの土壌汚染問題土壌汚染問題土壌汚染問題土壌汚染問題についてについてについてについて
　　　　沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里にあるにあるにあるにある市市市市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの土中土中土中土中からからからから、、、、人体人体人体人体にににに有害有害有害有害なななな枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤などをなどをなどをなどを製造製造製造製造してしてしてして
いたいたいたいた米化学品米化学品米化学品米化学品メーカーメーカーメーカーメーカーのののの社名社名社名社名がががが記記記記されたされたされたされたドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが見見見見つかったつかったつかったつかった問題問題問題問題にににに続続続続ききききキャンプキャンプキャンプキャンプ桑江桑江桑江桑江
跡地跡地跡地跡地でででで米軍米軍米軍米軍のののの燃料燃料燃料燃料とととと見見見見られるられるられるられる油油油油によるによるによるによる土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染がががが見見見見つかったつかったつかったつかった。。。。根本原因根本原因根本原因根本原因はははは米側米側米側米側のののの浄化浄化浄化浄化
義務義務義務義務をををを免除免除免除免除したしたしたした日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定にあるとにあるとにあるとにあると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解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 ＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パークパークパークパークにおけるにおけるにおけるにおける共同共同共同共同クラウドクラウドクラウドクラウド研究所研究所研究所研究所についてについてについてについて
　　　　うるまうるまうるまうるま市市市市ののののＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パークパークパークパークにににに、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット経由経由経由経由でででで情報情報情報情報をををを処理処理処理処理するするするするクラウドコンピューティンクラウドコンピューティンクラウドコンピューティンクラウドコンピューティン
ググググ技術技術技術技術のののの研究機関研究機関研究機関研究機関「「「「一般社団法人沖縄一般社団法人沖縄一般社団法人沖縄一般社団法人沖縄オープンラボラトリオープンラボラトリオープンラボラトリオープンラボラトリ」」」」がががが設立設立設立設立されたされたされたされた。。。。

((((1111)))) 設立目的設立目的設立目的設立目的とととと研究内容研究内容研究内容研究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。。。。

((((2222)))) クラウドコンピューティングクラウドコンピューティングクラウドコンピューティングクラウドコンピューティングののののシステムシステムシステムシステム開発拠点開発拠点開発拠点開発拠点としてとしてとしてとして、、、、県県県県はうるまはうるまはうるまはうるま市兼箇段市兼箇段市兼箇段市兼箇段ににににクラウドクラウドクラウドクラウド・・・・デーデーデーデー
タセンタータセンタータセンタータセンターのののの整備整備整備整備をををを進進進進めているがめているがめているがめているが進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 台風被害台風被害台風被害台風被害にににに対対対対するするするする農業者支援農業者支援農業者支援農業者支援についてについてについてについて
　　　　沖縄総合事務局沖縄総合事務局沖縄総合事務局沖縄総合事務局がががが６６６６月月月月20202020日日日日にににに発表発表発表発表したしたしたした2012201220122012年年年年のののの県産切県産切県産切県産切りりりり花出荷量花出荷量花出荷量花出荷量はははは前年比前年比前年比前年比3333....9999％％％％減減減減のののの３３３３
億億億億1310131013101310万本万本万本万本でででで、、、、６６６６年連続年連続年連続年連続のののの減少減少減少減少。。。。1997199719971997年年年年のののの３３３３億億億億9950995099509950万本万本万本万本ををををピークピークピークピークにににに減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありにありにありにあり、、、、主主主主なななな要要要要
因因因因としてとしてとしてとして台風台風台風台風によるによるによるによる塩害塩害塩害塩害としているとしているとしているとしている。。。。実態実態実態実態のののの把握把握把握把握はなされているかはなされているかはなされているかはなされているか。。。。支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 県道工事県道工事県道工事県道工事のののの進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて
　　　　一般県道一般県道一般県道一般県道、、、、具志川環状線工事具志川環状線工事具志川環状線工事具志川環状線工事（（（（兼箇段域内兼箇段域内兼箇段域内兼箇段域内））））のののの進進進進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 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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606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 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 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還計画返還計画返還計画返還計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 返還時期返還時期返還時期返還時期のののの表示表示表示表示とそのとそのとそのとその実現性実現性実現性実現性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去去去去るるるる４４４４月月月月にににに、、、、米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地よりよりよりより南南南南のののの普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを含含含含むむむむ６６６６施設施設施設施設・・・・区域区域区域区域
のののの返還返還返還返還をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる統合計画統合計画統合計画統合計画をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。そのそのそのその内容内容内容内容とととと実現性実現性実現性実現性についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧（（（（西普天間住宅地区西普天間住宅地区西普天間住宅地区西普天間住宅地区））））のののの返還返還返還返還についてについてについてについて
　　　　返還時期返還時期返還時期返還時期とそのとそのとそのとその日日日日までのまでのまでのまでの作業工程作業工程作業工程作業工程（（（（アスベストアスベストアスベストアスベスト等等等等、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策））））についてについてについてについて県県県県のののの役割役割役割役割とととと見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ追加配備計画追加配備計画追加配備計画追加配備計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 追加配備計画追加配備計画追加配備計画追加配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見解見解見解見解とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行運用飛行運用飛行運用飛行運用でででで、、、、県県県県がががが調査調査調査調査をををを求求求求めためためためた318318318318件件件件のののの運用運用運用運用ルールルールルールルール違反違反違反違反にににに対対対対するするするする防衛省防衛省防衛省防衛省
のののの報告報告報告報告についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの低周波音調査低周波音調査低周波音調査低周波音調査についてについてについてについて

((((3333)))) 防音工事指定区域防音工事指定区域防音工事指定区域防音工事指定区域のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて

((((4444)))) 軍用地軍用地軍用地軍用地のののの先行取得先行取得先行取得先行取得についてについてについてについて
　　　　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軍用地取得事業軍用地取得事業軍用地取得事業軍用地取得事業のののの今年度今年度今年度今年度のののの予算予算予算予算、、、、面積等面積等面積等面積等をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ＦＦＦＦ15151515戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 墜落事故後墜落事故後墜落事故後墜落事故後のののの県県県県からのからのからのからの要請要請要請要請にににに対対対対するするするする米軍米軍米軍米軍やややや防衛施設局防衛施設局防衛施設局防衛施設局のののの対応対応対応対応についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解とそとそとそとそ
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 過去過去過去過去のののの事故事故事故事故についてそのについてそのについてそのについてその原因原因原因原因はははは報告報告報告報告されているかされているかされているかされているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里のののの市営市営市営市営サッカーサッカーサッカーサッカー場工事現場場工事現場場工事現場場工事現場からからからから出出出出たたたたドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶についてについてについてについて

((((7777)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・返還返還返還返還についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地についてはについてはについてはについては県民総意県民総意県民総意県民総意としてとしてとしてとして「「「「県外県外県外県外」」」」をををを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの返還返還返還返還についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの役割役割役割役割とととと移転計画移転計画移転計画移転計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 公共交通公共交通公共交通公共交通のののの整備充実整備充実整備充実整備充実についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道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
　　　　県内県内県内県内はははは鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの整備整備整備整備がなされてないためにがなされてないためにがなされてないためにがなされてないために、、、、朝夕朝夕朝夕朝夕のののの交通混雑交通混雑交通混雑交通混雑はははは県民県民県民県民にににに多多多多くのくのくのくの経済的経済的経済的経済的
損失損失損失損失をををを強強強強いていますいていますいていますいています。。。。戦後戦後戦後戦後68686868年年年年、、、、本土復帰後本土復帰後本土復帰後本土復帰後もももも41414141年年年年になりますがになりますがになりますがになりますが国鉄国鉄国鉄国鉄のののの恩恵恩恵恩恵恩恵をををを受受受受けていけていけていけてい
ませんませんませんません。。。。よってよってよってよって、、、、国国国国のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの整備整備整備整備がががが待待待待たれているとたれているとたれているとたれていると思思思思いますいますいますいます。。。。国国国国・・・・県県県県のののの調調調調
査査査査のののの進進進進状況状況状況状況とそのとそのとそのとその実現実現実現実現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)))) バスバスバスバス停留所停留所停留所停留所のののの整備充実整備充実整備充実整備充実についてについてについてについて
　　　　県内県内県内県内ではではではでは県民県民県民県民のののの交通機関交通機関交通機関交通機関としてとしてとしてとしてバスバスバスバス交通交通交通交通はははは大変重要大変重要大変重要大変重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っていますっていますっていますっています。。。。児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒
のののの通学通学通学通学やややや職場職場職場職場へのへのへのへの通勤通勤通勤通勤、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの医療機関医療機関医療機関医療機関やややや福祉施設利用福祉施設利用福祉施設利用福祉施設利用のためののためののためののための交通手段交通手段交通手段交通手段としてなとしてなとしてなとしてな
くてはならないくてはならないくてはならないくてはならない機関機関機関機関ですですですです。。。。

ｱｱｱｱ 屋根屋根屋根屋根つきのつきのつきのつきのバスバスバスバス停留所停留所停留所停留所のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 利用者利用者利用者利用者がわかりやすいがわかりやすいがわかりやすいがわかりやすい運行表示運行表示運行表示運行表示についてについてについてについて

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)))) 八重山地域八重山地域八重山地域八重山地域におけるにおけるにおけるにおける教科書問題教科書問題教科書問題教科書問題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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((((2222)))) しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば県民運動県民運動県民運動県民運動についてそのについてそのについてそのについてそ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。。。。

((((3333)))) 琉球琉球琉球琉球、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育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。。。。
　　　　４４４４・・・・28282828やややや６６６６・・・・23232323をををを全全全全てのてのてのての県民県民県民県民がががが学学学学びびびび、、、、伝伝伝伝えることがえることがえることがえること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。。。。

4444 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
　　　　新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット、、、、ブランドブランドブランドブランド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うううう。。。。

5555 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加によるによるによるによる県民生活県民生活県民生活県民生活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県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 琉球民族独立総合研究学会設立琉球民族独立総合研究学会設立琉球民族独立総合研究学会設立琉球民族独立総合研究学会設立についてについてについてについて

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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606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 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政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)))) 自民党自民党自民党自民党のののの「「「「改憲草案改憲草案改憲草案改憲草案」」」」はははは「「「「天皇元首化天皇元首化天皇元首化天皇元首化・・・・国防軍国防軍国防軍国防軍とととと国民主権国民主権国民主権国民主権のののの制限制限制限制限」」」」をををを前面前面前面前面にににに掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。
憲法憲法憲法憲法99999999条条条条「「「「憲法尊重擁護義務憲法尊重擁護義務憲法尊重擁護義務憲法尊重擁護義務」」」」のののの知事知事知事知事のののの立場立場立場立場からどのようなからどのようなからどのようなからどのような見解見解見解見解をおをおをおをお持持持持ちですかちですかちですかちですか。。。。

((((2222)))) 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」」」」のののの県民総意県民総意県民総意県民総意をををを無視無視無視無視してしてしてして「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」をををを押押押押しつけしつけしつけしつけ、、、、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配備配備配備配備までまでまでまで強行強行強行強行したしたしたした。。。。力力力力づくでもづくでもづくでもづくでも県民県民県民県民をねじをねじをねじをねじ伏伏伏伏せるようなせるようなせるようなせるような日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの態度態度態度態度はははは絶絶絶絶
対対対対にににに許許許許されないされないされないされない。。。。このようなこのようなこのようなこのような事態事態事態事態でででで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ことができるのかることができるのかることができるのかることができるのか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地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)))) 「「「「嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納」」」」以南以南以南以南のののの返還計画返還計画返還計画返還計画はははは「「「「移設条件移設条件移設条件移設条件」」」」つきでなくつきでなくつきでなくつきでなく、、、、無条件返還無条件返還無条件返還無条件返還をををを求求求求めるべきではないめるべきではないめるべきではないめるべきではない
かかかか。。。。

((((2222)))) 負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のののの対象対象対象対象にににに嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地はははは含含含含まれているかまれているかまれているかまれているか。。。。

((((3333)))) 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

ｱｱｱｱ 飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練やややや飛行経路飛行経路飛行経路飛行経路はははは日米合意日米合意日米合意日米合意をををを遵守遵守遵守遵守していないしていないしていないしていない。。。。このこのこのこの米軍米軍米軍米軍のののの横暴横暴横暴横暴をををを野放野放野放野放しにするのしにするのしにするのしにするの
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練にににに対対対対するするするする県民県民県民県民からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情やややや抗議抗議抗議抗議のののの状況状況状況状況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 それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、知事知事知事知事はどのようなはどのようなはどのようなはどのような対処対処対処対処をしてきたかをしてきたかをしてきたかをしてきたか。。。。

((((4444)))) ＦＦＦＦ15151515戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは40404040年年年年もももも経過経過経過経過してしてしてして老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進行進行進行進行してしてしてして、、、、いついついついつ墜落墜落墜落墜落するかわからないするかわからないするかわからないするかわからない危険危険危険危険なななな状況状況状況状況
ではないかではないかではないかではないか。。。。緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸がががが毎日毎日毎日毎日のようにのようにのようにのように続続続続いているいているいているいている。。。。早急早急早急早急にににに飛行中止飛行中止飛行中止飛行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決意決意決意決意をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((5555)))) 新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設のためののためののためののための公有水面埋立承認願書公有水面埋立承認願書公有水面埋立承認願書公有水面埋立承認願書はははは県民県民県民県民のののの反対意思反対意思反対意思反対意思をををを無視無視無視無視しししし民主主義民主主義民主主義民主主義をじゅをじゅをじゅをじゅ
うりんするものであるうりんするものであるうりんするものであるうりんするものである。。。。知事知事知事知事はははは明確明確明確明確にににに反対反対反対反対をををを表明表明表明表明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。。。。

3333 性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援のためののためののためののためのワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設立設立設立設立についてについてについてについて

((((1111)))) なぜなぜなぜなぜ検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会はははは会議会議会議会議をををを公開公開公開公開しないのかしないのかしないのかしないのか。。。。意思意思意思意思のあるのあるのあるのある当事者当事者当事者当事者をををを含含含含めめめめ、、、、知見知見知見知見のあるのあるのあるのある県民県民県民県民かかかか
らららら広広広広くくくくメンバーメンバーメンバーメンバーをををを募募募募るるる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)))) 14141414年度年度年度年度にもにもにもにも開設開設開設開設のののの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、、、、それまでにどのようなそれまでにどのようなそれまでにどのようなそれまでにどのような人材人材人材人材をををを確保確保確保確保するするするする計画計画計画計画になっていになっていになっていになってい
るかるかるかるか、、、、明明明明らかにすべきだらかにすべきだらかにすべきだらかにすべきだ。。。。

((((3333)))) 支援支援支援支援センターセンターセンターセンターののののスタッフスタッフスタッフスタッフのののの雇用雇用雇用雇用とととと人材確保人材確保人材確保人材確保のののの予定予定予定予定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。。。。

((((4444)))) 支援支援支援支援センターセンターセンターセンターをどんなをどんなをどんなをどんな形形形形にするのかにするのかにするのかにするのか、、、、産婦人科医産婦人科医産婦人科医産婦人科医をどうをどうをどうをどう確保確保確保確保するのかするのかするのかするのか。。。。

((((5555)))) 支援者支援者支援者支援者のののの養成計画養成計画養成計画養成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。。。。

((((6666)))) センターセンターセンターセンター設置設置設置設置へへへへ向向向向けてのけてのけてのけての予算予算予算予算のののの確保確保確保確保はははは、、、、予算確保予算確保予算確保予算確保のののの具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((7777)))) 横横横横のつながりのつながりのつながりのつながり、、、、連携連携連携連携のののの強化強化強化強化をををを図図図図るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。そのそのそのその計画計画計画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。。。。

((((8888)))) 検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会メンバーメンバーメンバーメンバーはははは公表公表公表公表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。。。。

4444 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設からのからのからのからの汚染水問題汚染水問題汚染水問題汚染水問題についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「沖縄市北部沖縄市北部沖縄市北部沖縄市北部におけるにおけるにおけるにおける水質調査水質調査水質調査水質調査についてについてについてについて」」」」のののの結果結果結果結果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。。。。

((((2222)))) 汚染水汚染水汚染水汚染水にににに関関関関するするするする実態調査実態調査実態調査実態調査のののの結果結果結果結果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。。。。

((((3333)))) 地下水地下水地下水地下水からからからから、、、、ヒヒヒヒ素素素素がががが検出検出検出検出されたされたされたされた問題問題問題問題でででで、、、、除染除染除染除染はどこがはどこがはどこがはどこが行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。

5555 教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 教師教師教師教師のののの多忙化多忙化多忙化多忙化のののの解決策解決策解決策解決策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり組組組組まれてきたかまれてきたかまれてきたかまれてきたか説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((2222)))) 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からのからのからのからの学校訪問学校訪問学校訪問学校訪問がががが、、、、教育現場教育現場教育現場教育現場のののの多忙化多忙化多忙化多忙化のののの要因要因要因要因になっているというになっているというになっているというになっているという声声声声がががが寄寄寄寄せらせらせらせら
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れているれているれているれている。。。。検証検証検証検証すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えるがえるがえるがえるが所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 教職員教職員教職員教職員のののの評価評価評価評価のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが多忙化多忙化多忙化多忙化のののの要因要因要因要因にもなっていないかにもなっていないかにもなっていないかにもなっていないか。。。。

((((4444)))) 「「「「負担軽減検討委員会負担軽減検討委員会負担軽減検討委員会負担軽減検討委員会」」」」のののの活動活動活動活動のののの実態実態実態実態とととと実績実績実績実績についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((5555)))) 学力向上推進運動学力向上推進運動学力向上推進運動学力向上推進運動のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取取取取りりりり組組組組についてのについてのについてのについての総括総括総括総括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えるえるえる。。。。自己自己自己自己
分析分析分析分析をををを深深深深めめめめ見直見直見直見直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。。。。

((((6666)))) 私学私学私学私学のののの抱抱抱抱えているえているえているえている問題点問題点問題点問題点をををを教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会はははは掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。そのそのそのその解決解決解決解決のためののためののためののための施策施策施策施策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((7777)))) 私学私学私学私学はははは、、、、なぜなぜなぜなぜ教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの所管所管所管所管にしないのかにしないのかにしないのかにしないのか。。。。

6666 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの埋立問題埋立問題埋立問題埋立問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県とととと沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの埋立地埋立地埋立地埋立地にににに関関関関するするするする「「「「協定書協定書協定書協定書」」」」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。。。。

((((2222)))) 埋立面積埋立面積埋立面積埋立面積にににに「「「「東側突堤東側突堤東側突堤東側突堤」」」」はははは含含含含まれていないにもかかわらずいろいろなまれていないにもかかわらずいろいろなまれていないにもかかわらずいろいろなまれていないにもかかわらずいろいろな利用計画利用計画利用計画利用計画がされていがされていがされていがされてい
るがるがるがるが、、、、公有水面埋立法違反公有水面埋立法違反公有水面埋立法違反公有水面埋立法違反ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 埋立地周辺埋立地周辺埋立地周辺埋立地周辺でででで再確認再確認再確認再確認されたされたされたされた絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種のののの「「「「フジイロハマグリフジイロハマグリフジイロハマグリフジイロハマグリ」」」」のののの保全保全保全保全をををを全全全全くくくく図図図図らずにらずにらずにらずに工事工事工事工事
をををを強行強行強行強行しているしているしているしている。。。。保全策保全策保全策保全策をををを放棄放棄放棄放棄しているしているしているしている。。。。それがそれがそれがそれが許許許許されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。

((((4444)))) トカゲハゼトカゲハゼトカゲハゼトカゲハゼのののの繁殖期繁殖期繁殖期繁殖期であるであるであるである５５５５月月月月からからからから７７７７月月月月まではまではまではまでは工事工事工事工事はははは中止中止中止中止してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、今年今年今年今年はははは５５５５月月月月８８８８日日日日からからからから
再開再開再開再開しているしているしているしている。。。。トカゲハゼトカゲハゼトカゲハゼトカゲハゼのののの保全保全保全保全をやめたのかをやめたのかをやめたのかをやめたのか。。。。

7777 保育問題保育問題保育問題保育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 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
　　　　保育所不足保育所不足保育所不足保育所不足がががが深刻深刻深刻深刻になっているになっているになっているになっている状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消のためとしてのためとしてのためとしてのためとして保育条件保育条件保育条件保育条件がががが切切切切
りりりり下下下下げられるというげられるというげられるというげられるという危惧危惧危惧危惧すべきすべきすべきすべき事態事態事態事態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。。。。県県県県はははは児童福祉法遵守児童福祉法遵守児童福祉法遵守児童福祉法遵守のののの立場立場立場立場をををを改改改改めめめめ
てててて明確明確明確明確にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか。。。。

((((2222)))) 全全全全てのてのてのての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いつまでにやるのかをいつまでにやるのかをいつまでにやるのかをいつまでにやるのか、、、、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

((((3333)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園にににに対対対対するするするする財政的援助財政的援助財政的援助財政的援助をををを認可並認可並認可並認可並みにみにみにみに行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないか。。。。

((((4444)))) 認可促進認可促進認可促進認可促進のののの障害障害障害障害になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは何何何何かかかか。。。。具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

8888 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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606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 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（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、、、、副知事副知事副知事副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)))) 1952195219521952年年年年「「「「サンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ平和条約平和条約平和条約平和条約」」」」とととと日米安全保障条約日米安全保障条約日米安全保障条約日米安全保障条約のののの締結締結締結締結についてのについてのについてのについての知事知事知事知事のののの見見見見
解解解解。。。。

((((2222)))) 両副知事両副知事両副知事両副知事にそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ県政県政県政県政にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ抱負抱負抱負抱負についてについてについてについて

((((3333)))) 尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる日中関係日中関係日中関係日中関係のありのありのありのあり方方方方とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの役割役割役割役割についてについてについてについて（（（（高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事へへへへ））））

2222 鉄道建設鉄道建設鉄道建設鉄道建設についてについてについてについて

((((1111)))) 過去過去過去過去のののの調査調査調査調査（（（（平成平成平成平成13131313年年年年、、、、21212121年年年年、、、、22222222年年年年））））のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの目的目的目的目的とととと24242424年度調査年度調査年度調査年度調査のののの到達点到達点到達点到達点。。。。

((((2222)))) 国国国国のののの調査調査調査調査とのとのとのとの関係関係関係関係。。。。

((((3333)))) 過去過去過去過去のののの調査結果調査結果調査結果調査結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 今後今後今後今後のののの建設計画建設計画建設計画建設計画のあらましをのあらましをのあらましをのあらましを示示示示されたしされたしされたしされたし。。。。

3333 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)))) 辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書」」」」のののの補正補正補正補正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反映反映反映反映されたかされたかされたかされたか。。。。またまたまたまた購入砂購入砂購入砂購入砂やややや岩岩岩岩
ズリズリズリズリのののの採取場所採取場所採取場所採取場所、、、、摂取量摂取量摂取量摂取量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明明明明らかにされたしらかにされたしらかにされたしらかにされたし。。。。

ｲｲｲｲ 公告縦覧公告縦覧公告縦覧公告縦覧はいつからはいつからはいつからはいつから始始始始まるかまるかまるかまるか。。。。またそれまたそれまたそれまたそれ以降以降以降以降のののの事務手続事務手続事務手続事務手続はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて是非判断是非判断是非判断是非判断のののの基準基準基準基準とととと時期時期時期時期はいつかはいつかはいつかはいつか。。。。

((((2222)))) 地位協定地位協定地位協定地位協定のののの改定改定改定改定についてはについてはについてはについては、、、、大田県政以来一歩大田県政以来一歩大田県政以来一歩大田県政以来一歩もももも進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみ方法方法方法方法についについについについ
てててて抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しがしがしがし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。。。。

((((3333)))) ハワイハワイハワイハワイ州州州州ののののアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビー知事知事知事知事はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海兵隊基地海兵隊基地海兵隊基地海兵隊基地をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる用意用意用意用意があるとがあるとがあるとがあると表明表明表明表明してしてしてして
いるいるいるいる。。。。知事知事知事知事もももも積極的積極的積極的積極的にににに応応応応じるじるじるじ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。。。。

((((4444)))) 「「「「吉川書簡吉川書簡吉川書簡吉川書簡」」」」のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ。。。。

4444 子供子供子供子供をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる諸課題諸課題諸課題諸課題についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校のいじめののいじめののいじめののいじめの実態実態実態実態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。。。。またまたまたまた法律法律法律法律のののの成立成立成立成立によってどのによってどのによってどのによってどの
ようなようなようなような効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるかできるかできるかできるか。。。。またまたまたまた公立校公立校公立校公立校におけるにおけるにおけるにおける教師教師教師教師のののの体罰体罰体罰体罰はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 法律法律法律法律もももも成立成立成立成立したがしたがしたがしたが、、、、子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困についてのについてのについてのについての県内県内県内県内のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 学業学業学業学業についてについてについてについて支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする家庭家庭家庭家庭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

5555 観光政策観光政策観光政策観光政策についてについてについてについて

((((1111)))) 観光商品観光商品観光商品観光商品をいかにをいかにをいかにをいかに増増増増していくかしていくかしていくかしていくか。。。。

((((2222)))) 土産品土産品土産品土産品などのなどのなどのなどの開発開発開発開発によりいかにによりいかにによりいかにによりいかに個人消費額個人消費額個人消費額個人消費額をををを増増増増していくかしていくかしていくかしていくか。。。。

((((3333)))) 一泊増泊一泊増泊一泊増泊一泊増泊のためののためののためののための誘導策誘導策誘導策誘導策をいかにつくるかをいかにつくるかをいかにつくるかをいかにつくるか。。。。

((((4444)))) 観光産業観光産業観光産業観光産業をををを担担担担うううう人材人材人材人材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
　　　　県立芸大県立芸大県立芸大県立芸大にににに観光関連学科観光関連学科観光関連学科観光関連学科のののの新設新設新設新設をををを考考考考えたらどうかえたらどうかえたらどうかえたらどうか。。。。

6666 自殺防止対策自殺防止対策自殺防止対策自殺防止対策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24242424年年年年はははは267267267267名名名名でででで300300300300人人人人をををを割割割割ったったったった。。。。年齢別年齢別年齢別年齢別にはにはにはには50505050代代代代がががが全体全体全体全体のののの26262626％％％％をををを占占占占めめめめ男性男性男性男性がががが圧倒圧倒圧倒圧倒
的的的的にににに多多多多いがいがいがいが、、、、自殺防止対策自殺防止対策自殺防止対策自殺防止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応策対応策対応策対応策をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成24242424年年年年のののの自殺者自殺者自殺者自殺者のうちのうちのうちのうち健康上健康上健康上健康上のののの理由理由理由理由がががが42424242％％％％をををを占占占占めているめているめているめている。。。。うつうつうつうつ病対策病対策病対策病対策がががが特特特特にににに必要必要必要必要とととと思思思思
われるわれるわれるわれる。。。。対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。



11

((((3333)))) 「「「「県民県民県民県民のののの為為為為のいのちをのいのちをのいのちをのいのちを守守守守るるるるフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル」」」」などなどなどなど、、、、自殺防止自殺防止自殺防止自殺防止のためにのためにのためにのために電話相談電話相談電話相談電話相談をををを続続続続けていけていけていけてい
るるるる「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄いのちのいのちのいのちのいのちの電話電話電話電話」」」」などなどなどなど民間団体民間団体民間団体民間団体へのへのへのへの助成助成助成助成をををを強化強化強化強化すべきとすべきとすべきとすべき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。。。。

7777 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業についてについてについてについて

((((1111)))) 円安円安円安円安のののの影響影響影響影響はどのようなはどのようなはどのようなはどのような分野分野分野分野にににに出出出出ているかているかているかているか。。。。またいかほどかまたいかほどかまたいかほどかまたいかほどか。。。。

((((2222)))) シークワーサーシークワーサーシークワーサーシークワーサーのののの生産量生産量生産量生産量とととと価格価格価格価格のののの保障保障保障保障がががが必要必要必要必要とととと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

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


