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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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 17171717分分分分 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（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 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの集団的自衛権行使容認集団的自衛権行使容認集団的自衛権行使容認集団的自衛権行使容認についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使にににに賛成賛成賛成賛成のののの立場立場立場立場かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) ４４４４月月月月24242424日日日日のののの日米首脳会議日米首脳会議日米首脳会議日米首脳会議でででで安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相がオバマがオバマがオバマがオバマ大統領大統領大統領大統領にににに知事要請知事要請知事要請知事要請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のののの５５５５年年年年
以内運用停止以内運用停止以内運用停止以内運用停止をををを伝伝伝伝えるもえるもえるもえるも大統領大統領大統領大統領からからからから具体的言及具体的言及具体的言及具体的言及もないもないもないもない。。。。それでもそれでもそれでもそれでも前進前進前進前進したとのことかしたとのことかしたとのことかしたとのことか、、、、所所所所
見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ６６６６月月月月のののの高良副知事訪米高良副知事訪米高良副知事訪米高良副知事訪米でのでのでのでの５５５５年以内運用停止要請年以内運用停止要請年以内運用停止要請年以内運用停止要請についてについてについてについて、、、、米政府米政府米政府米政府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)))) 名護市辺野古沖名護市辺野古沖名護市辺野古沖名護市辺野古沖のののの制限水域拡大制限水域拡大制限水域拡大制限水域拡大についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ６６６６月月月月20202020日日日日のののの日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会でのでのでのでの決定決定決定決定はははは強引強引強引強引だだだだ。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 地域地域地域地域のののの漁業漁業漁業漁業やややや生活生活生活生活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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 米軍航空機米軍航空機米軍航空機米軍航空機からのからのからのからの部品落下部品落下部品落下部品落下についてについてについてについて

((((1111)))) ６６６６月月月月17171717日日日日、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ22222222オスプレイからオスプレイからオスプレイからオスプレイから部品落下部品落下部品落下部品落下がががが起起起起きたきたきたきた。。。。落下場所落下場所落下場所落下場所のののの特定特定特定特定とととと原因原因原因原因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)))) ことしことしことしことし６６６６月月月月までにまでにまでにまでに部品落下部品落下部品落下部品落下がががが５５５５件目件目件目件目とととと多発多発多発多発しているしているしているしている。。。。原因報告原因報告原因報告原因報告はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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））））建設建設建設建設についてについてについてについて

((((1111)))) 敷地内敷地内敷地内敷地内のののの文化財試掘調査文化財試掘調査文化財試掘調査文化財試掘調査によってによってによってによって平成平成平成平成27272727年年年年４４４４月月月月のののの開所開所開所開所がががが不可能不可能不可能不可能になったになったになったになった。。。。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うううう。。。。

((((2222)))) 該当離島該当離島該当離島該当離島やややや保護者保護者保護者保護者にににに対対対対するするするする説明説明説明説明はははは十分十分十分十分かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 27272727年度入所予定者年度入所予定者年度入所予定者年度入所予定者へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 警察行政警察行政警察行政警察行政についてについてについてについて

((((1111)))) 特殊詐欺問題特殊詐欺問題特殊詐欺問題特殊詐欺問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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 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 被害防止対策被害防止対策被害防止対策被害防止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。。。。

6666 ブラックブラックブラックブラック企業企業企業企業のののの県内県内県内県内でのでのでのでの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ建設建設建設建設についてについてについてについて進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 鉄軌道導鉄軌道導鉄軌道導鉄軌道導入計画入計画入計画入計画についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県案案案案（（（（上上上上下分離下分離下分離下分離方式方式方式方式））））とととと国案国案国案国案（（（（上上上上下下下下一一一一体体体体方式方式方式方式））））のののの調調調調整整整整のののの方向性方向性方向性方向性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)))) ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ（（（（新新新新型型型型路面電車路面電車路面電車路面電車））））導導導導入入入入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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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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 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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 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内移設県内移設県内移設県内移設反反反反対対対対がががが70707070％％％％以以以以上上上上あるあるあるある中中中中でででで、、、、公有公有公有公有水水水水面埋面埋面埋面埋立立立立承承承承認認認認はははは県県県県民民民民のののの声声声声をををを無無無無
視視視視したものであしたものであしたものであしたものでありりりりますますますます。。。。公有公有公有公有水水水水面埋面埋面埋面埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承承承承認認認認していながらしていながらしていながらしていながら、、、、県県県県外外外外移設移設移設移設もももも捨捨捨捨てていないてていないてていないてていない
というというというという矛盾矛盾矛盾矛盾したしたしたした知事知事知事知事のののの発言発言発言発言はははは、、、、県県県県民民民民をををを納得納得納得納得させさせさせさせていまていまていまていませんせんせんせん。。。。ななななぜぜぜぜならならならなら、、、、現現現現実実実実はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに
向向向向けけけけ突突突突きききき進進進進んんんんでいるからですでいるからですでいるからですでいるからです。。。。知事知事知事知事ののののウチナウチナウチナウチナーンーンーンーンチュチュチュチュとしてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りりりりとととと辺野古辺野古辺野古辺野古新基新基新基新基地建設地建設地建設地建設はははは
どどどどうううう結結結結びびびびつつつつくくくくのかのかのかのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。みずみずみずみずからのからのからのからの意思意思意思意思でででで基基基基地地地地をつをつをつをつくくくくることはることはることはることはウチナウチナウチナウチナーンーンーンーンチュチュチュチュとしてのとしてのとしてのとしての
誇誇誇誇りりりりですかですかですかですか。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは誇誇誇誇りりりり・・・・夢夢夢夢をををを持持持持てるてるてるてる沖沖沖沖縄縄縄縄をつをつをつをつくくくくっていっていっていっていくくくくとととと言言言言っているがっているがっているがっているが辺野古辺野古辺野古辺野古新基新基新基新基地建設地建設地建設地建設はははは誇誇誇誇りりりりとととと夢夢夢夢をををを
持持持持てるてるてるてる未来未来未来未来なのかなのかなのかなのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは11111111月月月月16161616日日日日にににに行行行行わわわわれるれるれるれる知事知事知事知事選選選選へのへのへのへの対応対応対応対応をまだをまだをまだをまだ決決決決めていないようですがめていないようですがめていないようですがめていないようですが、、、、未未未未定定定定にするにするにするにする
ことでことでことでことで知事知事知事知事ササササイイイイドドドドからからからから出馬出馬出馬出馬したいしたいしたいしたい人人人人がががが意思表示意思表示意思表示意思表示できないことはないですかできないことはないですかできないことはないですかできないことはないですか。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも早早早早
目目目目のののの意思意思意思意思決定決定決定決定がががが必必必必要要要要ではないですかではないですかではないですかではないですか。。。。

2222 教育教育教育教育関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 臨臨臨臨時時時時任任任任用用用用栄養教職栄養教職栄養教職栄養教職員員員員のののの夏季休職中夏季休職中夏季休職中夏季休職中ににににおけおけおけおけるるるる任任任任用用用用についてについてについてについて、、、、どどどどのようにのようにのようにのように対応対応対応対応しているのしているのしているのしているの
かかかか、、、、またまたまたまた現在何校現在何校現在何校現在何校がががが臨臨臨臨時時時時任任任任用用用用さささされているかれているかれているかれているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 栄養教職栄養教職栄養教職栄養教職員員員員のののの小中小中小中小中高高高高ににににおけおけおけおけるるるる臨臨臨臨時時時時任任任任用用用用のののの状況状況状況状況とととと九州各九州各九州各九州各県県県県のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 沖沖沖沖縄盲学校縄盲学校縄盲学校縄盲学校ににににおけおけおけおけるるるる夏季休夏季休夏季休夏季休業業業業中中中中（（（（夏季休夏季休夏季休夏季休業業業業期期期期間間間間40404040日間日間日間日間））））のののの産休産休産休産休・・・・育休補充育休補充育休補充育休補充のののの保保保保障障障障ははははどどどどうううう
かかかか。。。。夏季休暇中夏季休暇中夏季休暇中夏季休暇中にににに補充補充補充補充をつをつをつをつけけけけないことでないことでないことでないことで視覚障視覚障視覚障視覚障害害害害をををを有有有有するするするする教職教職教職教職員員員員10101010名名名名のののの業業業業務務務務がががが停停停停滞滞滞滞するするするする
ことはないかことはないかことはないかことはないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
　また　また　また　また、、、、「「「「沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県障障障障害害害害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社社社社会会会会づくりづくりづくりづくり条例条例条例条例」」」」のののの趣趣趣趣旨旨旨旨にのっにのっにのっにのっ
とれとれとれとればばばば配慮配慮配慮配慮がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 定定定定数数数数内内内内臨任臨任臨任臨任やややや補充臨任補充臨任補充臨任補充臨任ななななどどどどのののの非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用ににににおけおけおけおけるるるる女性女性女性女性のののの割割割割合合合合ははははどどどどののののくくくくらいからいからいからいか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 40404040代代代代・・・・50505050代代代代のののの教職教職教職教職員員員員がががが介介介介護護護護ななななどどどどでででで休職休職休職休職後後後後退職退職退職退職せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ななななくくくくなったなったなったなった後後後後、、、、介介介介護護護護終了終了終了終了後後後後にににに復復復復
職職職職したいとしたいとしたいとしたいと希望希望希望希望したときのしたときのしたときのしたとき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いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) アアアアレレレレルギルギルギルギーをーをーをーを持持持持つつつつ子子子子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いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 知事知事知事知事公約公約公約公約のののの１１１１クラスクラスクラスクラス30303030人学級人学級人学級人学級ははははどどどどののののくくくくらいらいらいらい達達達達成成成成さささされたかれたかれたかれたか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 福祉福祉福祉福祉関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 障障障障害者害者害者害者のためののためののためののための駐車駐車駐車駐車場場場場のののの整備整備整備整備がががが公共施公共施公共施公共施設設設設やややや病院病院病院病院、、、、店舗店舗店舗店舗でででで進進進進んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。しかししかししかししかし、、、、障障障障害者害者害者害者
専専専専用用用用駐車駐車駐車駐車場場場場であるにもかかであるにもかかであるにもかかであるにもかかわわわわららららずずずず一般一般一般一般ドドドドライバーにライバーにライバーにライバーに占有占有占有占有さささされれれれ、、、、障障障障害者害者害者害者のののの皆皆皆皆さんさんさんさんがががが困困困困っていっていっていってい
ますますますます。。。。それをそれをそれをそれを改善改善改善改善するためにするためにするためにするために自自自自治治治治体体体体がががが障障障障害等害等害等害等のあるのあるのあるのある利利利利用者用者用者用者にににに対対対対しししし利利利利用用用用証証証証をををを交付交付交付交付しししし、、、、自自自自治治治治
体体体体とととと各施各施各施各施設設設設でででで協協協協定定定定をををを締結締結締結締結したしたしたした駐車駐車駐車駐車場場場場でででで利利利利用用用用証証証証をををを車車車車にににに表示表示表示表示することですることですることですることで障障障障害者害者害者害者専専専専用用用用駐車駐車駐車駐車スススス
ペペペペースのースのースのースの利利利利用用用用がががが適正適正適正適正であることをであることをであることをであることを示示示示すすすすパパパパーーーーキキキキンンンングパグパグパグパーーーーミミミミッッッットトトト制度制度制度制度があがあがあがありりりりますますますます。。。。既既既既にににに那覇那覇那覇那覇市市市市
ではではではでは平成平成平成平成25252525年年年年２２２２月月月月からからからから導導導導入入入入さささされていますがれていますがれていますがれていますが、、、、１１１１市市市市だだだだけけけけではではではでは目的目的目的目的達達達達成成成成ができまができまができまができませんせんせんせん。。。。出出出出かかかかけけけけ
るのはるのはるのはるのは他他他他のののの市市市市町村町村町村町村にまたがるからですにまたがるからですにまたがるからですにまたがるからです。。。。そこでそこでそこでそこで全全全全県的県的県的県的なものにするためなものにするためなものにするためなものにするため県県県県がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ必必必必要要要要
があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 識識識識名名名名トトトトンンンンネルネルネルネル工工工工事事事事でででで生生生生じじじじたたたた住宅住宅住宅住宅ななななどどどどのののの被害被害被害被害についてのそのについてのそのについてのそのについてのその後後後後のののの補償補償補償補償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)))) 被害被害被害被害をををを受受受受けけけけたたたた住宅住宅住宅住宅やややや墳墓墳墓墳墓墳墓はははは何何何何件件件件かかかか。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの損損損損害害害害補償補償補償補償はははは現在現在現在現在どどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか。。。。

((((2222)))) 補償額補償額補償額補償額についてのについてのについてのについての住民住民住民住民とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いはいはいはいは順調順調順調順調にににに進進進進んんんんでいるのかでいるのかでいるのかでいるのか。。。。今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しについてもしについてもしについてもしについても
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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 産産産産業業業業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)))) 国際物流拠点産国際物流拠点産国際物流拠点産国際物流拠点産業集業集業集業集積積積積計画計画計画計画がががが平成平成平成平成26262626年年年年６６６６月月月月11118888日日日日からからからから平成平成平成平成33333333年年年年末末末末までのまでのまでのまでの期期期期間間間間でででで進進進進められめられめられめられ
るようですがるようですがるようですがるようですが、、、、以下以下以下以下のののの項項項項目目目目についてについてについてについてどどどどののののくくくくらいのらいのらいのらいの予予予予算算算算ででででどどどどのようなことをのようなことをのようなことをのようなことを計画計画計画計画しているのかしているのかしているのかしているのか
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその期待期待期待期待できるできるできるできる効果効果効果効果についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 空空空空港港港港及及及及びびびび港湾港湾港湾港湾のののの国際物流拠点国際物流拠点国際物流拠点国際物流拠点機能機能機能機能をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための設設設設備備備備等等等等のののの整備整備整備整備

ｲｲｲｲ 国際物流拠点産国際物流拠点産国際物流拠点産国際物流拠点産業業業業のののの集集集集積積積積にににに資資資資するするするする施施施施設等設等設等設等のののの整備整備整備整備

ｳｳｳｳ 沖沖沖沖縄縄縄縄へのへのへのへの企業企業企業企業のののの立地立地立地立地をををを促促促促進進進進するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組組組組みみみみ

6666 女性女性女性女性のののの積極登積極登積極登積極登用用用用についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国はははは2020202020202020年年年年までにまでにまでにまでに行政行政行政行政やややや企業企業企業企業ななななどどどどのののの指導指導指導指導的地位的地位的地位的地位のののの女性登女性登女性登女性登用用用用率率率率をををを30303030％％％％にするとのことでにするとのことでにするとのことでにするとのことで
すすすす。。。。県内県内県内県内のののの企業企業企業企業やややや行政行政行政行政のののの現現現現状状状状とととと2020202020202020年年年年までにまでにまでにまでに30303030％％％％にににに引引引引きききき上上上上げげげげ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みみみをををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) 沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県庁庁庁庁内内内内でででで指導指導指導指導的地位的地位的地位的地位のののの女性女性女性女性たたたたちちちちをををを育育育育成成成成するためにするためにするためにするためにどどどどのようなことをやってきたのかのようなことをやってきたのかのようなことをやってきたのかのようなことをやってきたのか。。。。
またまたまたまた、、、、課課課課長以長以長以長以上上上上のののの女性女性女性女性のののの割割割割合合合合ははははどどどどうかうかうかうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 政策決定政策決定政策決定政策決定のののの場場場場ににににおけおけおけおけるるるる女性女性女性女性のののの数数数数がががが余余余余りりりりにもにもにもにも少少少少ないのがないのがないのがないのが現現現現状状状状ですですですです。。。。世界世界世界世界のののの下下下下院院院院議員議員議員議員のののの数数数数
はははは日日日日本本本本はははは7777....9999％％％％しかなしかなしかなしかなくくくく現在現在現在現在163163163163位位位位ですですですです。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄はもっとはもっとはもっとはもっと女性女性女性女性のののの議員議員議員議員がががが少少少少ないないないない状況状況状況状況ですですですです。。。。
41414141市市市市町村町村町村町村のののの中中中中でででで女性女性女性女性議員議員議員議員ゼロゼロゼロゼロのののの市市市市町村町村町村町村がががが22222222もあもあもあもありりりりますますますます。。。。女性女性女性女性議員議員議員議員がががが少少少少ないないないない中中中中でででで東京都東京都東京都東京都
議会議会議会議会のようなのようなのようなのような女性女性女性女性議員議員議員議員にににに対対対対してしてしてして「「「「自分自分自分自分がががが早早早早くくくく結婚結婚結婚結婚すれすれすれすればばばばいいいいいいいいじゃじゃじゃじゃないかないかないかないか」」」」とかとかとかとか「「「「産産産産めないのめないのめないのめないの
かかかか」」」」ななななどどどどのののの女性蔑視女性蔑視女性蔑視女性蔑視のののの発言発言発言発言はははは許許許許さささされまれまれまれませんせんせんせん。。。。県内県内県内県内のののの各各各各政政政政党党党党ななななどどどどはははは努力努力努力努力してしてしてして女性女性女性女性議員議員議員議員ををををふふふふ
やしやしやしやし意識変革意識変革意識変革意識変革にににに結結結結びびびびつつつつけけけけるるるるべべべべきですきですきですきです。。。。今今今今回回回回のののの女性女性女性女性のののの人人人人権権権権侵侵侵侵害害害害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
いますいますいますいます。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて



4

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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 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 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖・・・・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 ５５５５月月月月、、、、６６６６月月月月とととと又吉又吉又吉又吉知事知事知事知事公公公公室室室室長長長長、、、、高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事はははは相相相相次次次次いでいでいでいで訪米訪米訪米訪米をしたをしたをしたをした、、、、そのそのそのその目的目的目的目的とととと成成成成果果果果につにつにつにつ
いていていていて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市西西西西普天間普天間普天間普天間住宅住宅住宅住宅地地地地区区区区のののの返還返還返還返還とととと跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 返還返還返還返還前前前前のののの環境環境環境環境調査調査調査調査基基基基準準準準やややや調査調査調査調査結果結果結果結果をををを精精精精査査査査するするするする方方方方策策策策、、、、ススススケジケジケジケジュュュューーーールルルル等等等等についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 重粒重粒重粒重粒子子子子線線線線治治治治療療療療センターはセンターはセンターはセンターは公公公公設設設設民民民民営営営営のののの計画計画計画計画だがだがだがだが、、、、建設建設建設建設費費費費用用用用とととと後年度県後年度県後年度県後年度県負担負担負担負担等等等等についてについてについてについて
問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県民民民民需需需需要要要要やややや採採採採算性算性算性算性、、、、課課課課題題題題についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 琉琉琉琉大大大大医医医医学学学学部部部部・・・・附属附属附属附属病院病院病院病院やややや普天間高普天間高普天間高普天間高校校校校等等等等のののの移移移移転転転転要請等要請等要請等要請等についてについてについてについて、、、、県県県県のののの対応対応対応対応とととと今後今後今後今後のののの課課課課
題題題題をををを問問問問うううう。。。。

2222 平平平平和和和和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)))) 戦戦戦戦後後後後66669999年目年目年目年目、、、、戦争戦争戦争戦争をををを知知知知らないらないらないらない世代世代世代世代にににに沖沖沖沖縄縄縄縄戦戦戦戦のののの実態実態実態実態ををををどどどどのようにのようにのようにのように伝伝伝伝ええええ、、、、平平平平和和和和をををを守守守守っていっていっていっていくくくくかかかか
問問問問わわわわれているれているれているれている。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみをををを問問問問うううう。。。。

ｱｱｱｱ 学校現学校現学校現学校現場場場場（（（（小小小小、、、、中中中中、、、、高高高高））））でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 米軍米軍米軍米軍のののの上上上上陸陸陸陸やややや戦戦戦戦況況況況、、、、戦争戦争戦争戦争体体体体験験験験のののの記録記録記録記録保保保保存存存存等等等等のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと課課課課題題題題をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 戦争戦争戦争戦争体体体体験験験験のののの語語語語りりりり部部部部のののの現現現現状状状状とととと今後今後今後今後のののの課課課課題題題題、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみをををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 戦争遺跡戦争遺跡戦争遺跡戦争遺跡等等等等のののの保保保保存存存存事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと課課課課題題題題をををを問問問問うううう。。。。

3333 少子少子少子少子化対策化対策化対策化対策についてについてについてについて（（（（人人人人口減口減口減口減少少少少対策対策対策対策））））

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの少子少子少子少子化化化化傾傾傾傾向向向向とそのとそのとそのと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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 子育子育子育子育てててて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問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 若若若若者者者者向向向向けけけけ雇雇雇雇用支援用支援用支援用支援についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県職職職職員員員員のののの雇雇雇雇用用用用形形形形態態態態のののの実態実態実態実態とととと割割割割合合合合についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

4444 農林農林農林農林水水水水産産産産行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内ママママグログログログロ漁漁漁漁船船船船のはえのはえのはえのはえ縄縄縄縄切断切断切断切断問題問題問題問題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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金をををを活用活用活用活用したしたしたした畜畜畜畜産産産産業業業業にににに対対対対するするするする支援支援支援支援・・・・育育育育成事業成事業成事業成事業とそのとそのとそのとその成成成成果果果果とととと課課課課題題題題についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 野野野野菜菜菜菜工工工工場場場場のののの現現現現状状状状とととと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問問問問うううう。。。。

((((4444)))) ６６６６次次次次産産産産業化業化業化業化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと課課課課題題題題をををを問問問問うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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 17171717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 日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定改改改改定要求定要求定要求定要求とととと「「「「５５５５・・・・15151515メモメモメモメモ」」」」についてについてについてについて
　1　1　1　1999972727272年年年年５５５５月月月月15151515日日日日午午午午前前前前００００時時時時１１１１分分分分。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄がががが日日日日本復本復本復本復帰帰帰帰をををを迎迎迎迎えるえるえるえる当日当日当日当日未未未未明明明明、、、、外務外務外務外務省省省省ではではではでは第第第第251251251251回回回回日日日日
米合同委員会米合同委員会米合同委員会米合同委員会がががが開会開会開会開会さささされたれたれたれた。。。。閉閉閉閉会会会会はははは同同同同午午午午前前前前１１１１時時時時ちちちちょょょょううううどどどど。。。。出出出出席席席席者者者者はははは日日日日本本本本側吉側吉側吉側吉野文野文野文野文禄禄禄禄以下以下以下以下８８８８
名名名名、、、、米米米米側陸側陸側陸側陸軍軍軍軍少少少少将将将将以下以下以下以下７７７７名名名名。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄にににに存存存存するするするする計計計計88887777件件件件のののの施施施施設設設設・・・・区区区区域域域域のののの提供提供提供提供及及及及びびびび訓練区訓練区訓練区訓練区域域域域のののの指指指指定定定定
（（（（施施施施設分設分設分設分科科科科委員会委員会委員会委員会覚覚覚覚書書書書））））ととととほほほほかかかか10101010件件件件のののの覚覚覚覚書書書書がががが合合合合意意意意さささされたれたれたれた。。。。実実実実にににに100100100100件件件件近近近近いいいい案案案案件件件件のののの処理処理処理処理がががが１１１１時時時時
間間間間でででで整整整整えられたえられたえられたえられた。。。。
　　　　北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場、、、、伊江伊江伊江伊江島島島島補補補補助助助助飛行場飛行場飛行場飛行場、、、、キキキキャャャャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・シシシシュュュュワワワワブなブなブなブなどどどど大大大大半半半半のののの施施施施設設設設・・・・区区区区域域域域のののの使用使用使用使用期期期期間間間間はははは
「「「「定定定定めめめめずずずず」」」」（（（（無期無期無期無期限限限限）。）。）。）。ささささらにそのらにそのらにそのらにその多多多多くくくくににににおおおおいていていていて、、、、「「「「合合合合衆衆衆衆国国国国政府政府政府政府はははは許許許許与与与与したしたしたした使用使用使用使用にににに起因起因起因起因しししし若若若若ししししくくくく
はははは当該使用当該使用当該使用当該使用にににに伴伴伴伴ってってってって生生生生ずずずずることのあるあらることのあるあらることのあるあらることのあるあらゆゆゆゆるるるる財財財財産損産損産損産損害害害害、、、、傷傷傷傷害害害害若若若若ししししくくくくはははは死亡死亡死亡死亡にににに対対対対しししし、、、、……………………地地地地
位位位位協協協協定定定定第第第第11118888条条条条のののの規規規規定定定定にににに基基基基づくづくづくづく義義義義務務務務をををを負負負負わわわわないないないない」」」」ことことことこと等等等等がががが明明明明記記記記さささされているれているれているれている。。。。
　　　　復復復復帰帰帰帰後後後後はははは本本本本土土土土基基基基地地地地とととと同同同同様様様様、、、、日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定下定下定下定下にににに組組組組みみみみ込込込込まれることになるまれることになるまれることになるまれることになる沖沖沖沖縄縄縄縄のののの基基基基地使用地使用地使用地使用にににに
ついてついてついてついて制制制制約約約約をををを受受受受けけけけることなることなることなることなくくくく、、、、占占占占領統領統領統領統治治治治下下下下とととと違違違違わわわわぬぬぬぬ「「「「自自自自由由由由使用使用使用使用」」」」をををを確確確確保保保保するためにするためにするためにするために、、、、1111999972727272年年年年５５５５
月月月月15151515日日日日未未未未明明明明にににに作作作作成成成成さささされたれたれたれた日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会施施施施設分設分設分設分科科科科委員会委員会委員会委員会のののの合合合合意意意意議事議事議事議事録録録録、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる「「「「５５５５・・・・15151515メメメメ
モモモモ」」」」についてはについてはについてはについては、、、、今今今今般般般般のののの「「「「ＦＡＦＡＦＡＦＡＣＣＣＣ6006006006009999キキキキャャャャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・シシシシュュュュワワワワブのブのブのブの水域水域水域水域のののの使用使用使用使用条条条条件件件件のののの変変変変更更更更及及及及びびびび一一一一部水部水部水部水
域域域域のののの共共共共同使用同使用同使用同使用についてについてについてについて」」」」のののの根根根根拠拠拠拠ともなともなともなともなりりりり、、、、1111999972727272年以年以年以年以来来来来のののの改改改改定定定定がががが６６６６月月月月20202020日行日行日行日行わわわわれたれたれたれた。。。。好好好好むむむむときときときとき
にににに好好好好むむむむだだだだけけけけのののの米軍米軍米軍米軍占有占有占有占有がががが、、、、地域地域地域地域住民住民住民住民のののの意思意思意思意思をををを鑑鑑鑑鑑みみみみるるるるどどどどこここころろろろかかかか国国国国会会会会審審審審議議議議にもにもにもにも付付付付さささされれれれずずずず可能可能可能可能とととと
なるなるなるなるシシシシスススステムテムテムテムがががが、、、、戦戦戦戦後後後後66669999年年年年、、、、復復復復帰帰帰帰後後後後42424242年年年年たつたつたつたつ今日今日今日今日ににににおおおおいてもまかいてもまかいてもまかいてもまかりりりり通通通通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沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県
知事知事知事知事としてとしてとしてとしてどどどどうううう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。認認認認識識識識とととと政政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 県県県県民民民民はははは、、、、隠隠隠隠さささされたれたれたれた「「「「５５５５・・・・15151515メモメモメモメモ」」」」のののの存存存存在在在在をををを断片断片断片断片的的的的につかにつかにつかにつかんんんんできたできたできたできた。。。。昭和昭和昭和昭和60606060年沖年沖年沖年沖縄縄縄縄県県県県初初初初のののの訪米訪米訪米訪米
要請要請要請要請をををを行行行行ったったったった西銘西銘西銘西銘知事知事知事知事のののの要求事要求事要求事要求事項項項項のののの一一一一つがつがつがつが「「「「５５５５・・・・15151515メモメモメモメモのののの公表公表公表公表についてについてについてについて」」」」であるであるであるである。。。。「「「「５５５５・・・・15151515メメメメ
モモモモ」」」」のののの公表公表公表公表にににに係係係係るるるる県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、公公公公開要求開要求開要求開要求につながったにつながったにつながったにつながった事事事事案案案案・・・・事件事件事件事件、、、、日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定25252525条条条条
改改改改定要求定要求定要求定要求（（（（日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会））））のののの趣趣趣趣旨旨旨旨についてについてについてについて経緯経緯経緯経緯とととと見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成９９９９年年年年、、、、鳥鳥鳥鳥島島島島射爆撃射爆撃射爆撃射爆撃場場場場ににににおけおけおけおけるるるる劣劣劣劣化化化化ウウウウランランランラン弾弾弾弾使用事件使用事件使用事件使用事件でででで、、、、「「「「５５５５・・・・15151515メモメモメモメモ」」」」使用使用使用使用条条条条件件件件ににににささささらららら
なるなるなるなる疑念疑念疑念疑念がががが深深深深ままままりりりり、、、、県県県県からのからのからのからの強強強強いいいい要求要求要求要求でででで同合同合同合同合意意意意議事議事議事議事録録録録はようやはようやはようやはようやくくくく公表公表公表公表さささされるにれるにれるにれるに至至至至ったがったがったがったが、、、、
結果結果結果結果、、、、「「「「５５５５・・・・15151515メモメモメモメモ」」」」にににに規規規規定定定定さささされていることすられていることすられていることすられていることすら守守守守られていないられていないられていないられていない基基基基地使用地使用地使用地使用のののの実態実態実態実態がががが一一一一層浮層浮層浮層浮きききき
彫彫彫彫りりりりとなったとなったとなったとなった。。。。今日今日今日今日ににににおおおおいてもいてもいてもいても騒音騒音騒音騒音防止防止防止防止協協協協定定定定（（（（平成平成平成平成８８８８年合同委員会合年合同委員会合年合同委員会合年合同委員会合意意意意））））はははは形骸形骸形骸形骸化化化化しししし、、、、米米米米
軍軍軍軍がそのがそのがそのがその必必必必要要要要性性性性、、、、緊急緊急緊急緊急性性性性をををを判断判断判断判断すれすれすれすればばばば日日日日本本本本側側側側からのからのからのからの何何何何のののの干渉干渉干渉干渉もももも受受受受けずけずけずけず自自自自由由由由使用使用使用使用できるできるできるできる
のがのがのがのが実態実態実態実態であるであるであるである。。。。嘉手嘉手嘉手嘉手納基納基納基納基地地地地のののの離発離発離発離発着着着着回数回数回数回数がががが2013201320132013前年前年前年前年比比比比でででで１１１１万万万万回回回回もももも上回上回上回上回ったのはそのあったのはそのあったのはそのあったのはそのあ
かしかしかしかし以以以以外外外外のののの何物何物何物何物でもないでもないでもないでもない。。。。外来外来外来外来機機機機のののの常常常常駐駐駐駐化化化化、、、、機機機機種更種更種更種更新新新新としてオスプレイとしてオスプレイとしてオスプレイとしてオスプレイ配備配備配備配備すらすらすらすら県県県県民意思民意思民意思民意思
がががが何何何何であであであであろろろろうとうとうとうと支支支支障障障障ななななくくくく行行行行わわわわれるれるれるれる。。。。このようなこのようなこのようなこのような米軍米軍米軍米軍基基基基地使用地使用地使用地使用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知事知事知事知事ははははどどどどうううう考考考考ええええ
ているかているかているかているか。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 施施施施設設設設・・・・区区区区域域域域のののの使用使用使用使用条条条条件件件件、、、、そのそのそのその変変変変更更更更改改改改定定定定はははは日米政府間日米政府間日米政府間日米政府間のののの合合合合意意意意でででで可能可能可能可能であであであでありりりり、、、、それをそれをそれをそれを非公非公非公非公開開開開
のののの日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会がががが担担担担保保保保しているしているしているしている。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄返還返還返還返還のののの際際際際にはにはにはには未未未未明明明明のののの60606060分分分分足足足足ららららずずずずのののの委員会委員会委員会委員会でででで合合合合
意意意意したがしたがしたがしたが、、、、今今今今般般般般ののののキキキキャャャャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・シシシシュュュュワワワワブブブブ制限水域制限水域制限水域制限水域のののの拡大拡大拡大拡大はははは委員会委員会委員会委員会すらもすらもすらもすらも開開開開催催催催さささされれれれずずずず「「「「持持持持ちちちち回回回回りりりり
決決決決裁裁裁裁」」」」でででで合合合合意意意意さささされたれたれたれた。。。。「「「「制限用制限用制限用制限用途途途途」」」」もももも追加追加追加追加変変変変更更更更さささされたれたれたれた。。。。561561561561ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルものものものもの米軍米軍米軍米軍占有占有占有占有がががが県県県県民民民民
のののの目目目目にもにもにもにも触触触触れれれれずずずず、、、、国国国国会会会会もももも通通通通ららららずずずず、、、、いともいともいともいとも簡単簡単簡単簡単になしになしになしになし遂遂遂遂げげげげられるられるられるられる。。。。戦戦戦戦後後後後66669999年年年年、、、、復復復復帰帰帰帰後後後後42424242年年年年たたたた
つつつつ今日今日今日今日でもまかでもまかでもまかでもまかりりりり通通通通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、、、、県県県県益益益益をををを代表代表代表代表するするするする沖沖沖沖縄縄縄縄県知事県知事県知事県知事としてとしてとしてとしてどどどどうううう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。主主主主
権権権権、、、、自自自自治治治治のののの立場立場立場立場からはからはからはからはどどどどうかうかうかうか。。。。

((((4444)))) 同制限水域同制限水域同制限水域同制限水域はははは刑刑刑刑特特特特法法法法のののの適適適適用用用用範囲範囲範囲範囲ととととさささされるれるれるれる。。。。国国国国内内内内法法法法でででで制制制制約約約約をををを受受受受けけけけるるるる「「「「漁漁漁漁船船船船」」」」のののの範囲範囲範囲範囲をはるかをはるかをはるかをはるか
にににに超超超超ええええ、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる民民民民間間間間人人人人のののの行行行行為為為為をををを排排排排するするするする管理管理管理管理権権権権がががが適適適適用用用用さささされるれるれるれる。。。。法法法法的地位的地位的地位的地位はすなはすなはすなはすなわちわちわちわち米軍米軍米軍米軍
基基基基地地地地そのものであるそのものであるそのものであるそのものである。。。。去去去去るるるる６６６６月月月月20202020日日日日のののの日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会のののの合合合合意意意意についてについてについてについて見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 同水域同水域同水域同水域はははは共共共共同使用同使用同使用同使用であるであるであるである。。。。民民民民間間間間船舶船舶船舶船舶等等等等をををを排除排除排除排除するするするする「「「「保安保安保安保安」」」」のののの一一一一義義義義的的的的管理管理管理管理権権権権はははは誰誰誰誰がががが行使行使行使行使すすすす
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るかるかるかるか。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事はははは埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認をしたをしたをしたをした立場立場立場立場であるであるであるである以以以以上上上上、、、、同制限水域同制限水域同制限水域同制限水域のののの拡大拡大拡大拡大についてはについてはについてはについては施施施施設建設設建設設建設設建設にににに付付付付随随随随
するするするする手続手続手続手続としてとしてとしてとして容認容認容認容認のののの立場立場立場立場にににに立立立立っているのかっているのかっているのかっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) みずみずみずみずからのからのからのからの公約公約公約公約とのとのとのとの整整整整合合合合性性性性ははははどどどどうかうかうかうか。。。。知事知事知事知事選選選選挙挙挙挙ママママニフェニフェニフェニフェスススストトトトにはにはにはには「「「「米軍水域米軍水域米軍水域米軍水域のののの返還返還返還返還をををを求求求求めめめめ
ますますますます」」」」とととと明明明明記記記記しているがしているがしているがしているが、、、、公約公約公約公約にににに沿沿沿沿ってってってって返還返還返還返還をををを求求求求めていめていめていめていくくくく考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県がががが日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定のののの改改改改定要求定要求定要求定要求をををを掲掲掲掲げげげげるるるる根源根源根源根源のののの趣趣趣趣旨旨旨旨はははは何何何何かかかか。。。。安保安保安保安保条約条約条約条約第第第第６６６６条条条条によによによによりりりり
提供提供提供提供さささされるれるれるれる基基基基地地地地はははは、、、、地位地位地位地位協協協協定定定定第第第第２２２２条条条条にににに基基基基づづづづきききき非公非公非公非公開開開開のののの日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会のののの合合合合意意意意でででで実実実実際際際際のののの
使用使用使用使用がががが規規規規定定定定さささされるがれるがれるがれるが、、、、このこのこのこの機機機機密密密密体体体体系系系系がががが米軍米軍米軍米軍のののの既得既得既得既得権権権権をををを保保保保証証証証しししし、、、、関関関関連国連国連国連国内内内内法令法令法令法令もこれをもこれをもこれをもこれを補補補補
完完完完するするするする形形形形でででで整備整備整備整備さささされていれていれていれていくくくく。。。。地位地位地位地位協協協協定定定定がいつまでもがいつまでもがいつまでもがいつまでも改改改改定定定定さささされないれないれないれない構造構造構造構造をつをつをつをつくりくりくりくり出出出出しているしているしているしている。。。。
日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定のののの改改改改定定定定をををを求求求求めるということはめるということはめるということはめるということは、、、、今今今今回回回回のようにのようにのようにのように「「「「５５５５・・・・15151515メモメモメモメモ」」」」をををを盾盾盾盾にににに制限制限制限制限区区区区域域域域のののの拡拡拡拡
大大大大をををを図図図図るようなるようなるようなるような政府政府政府政府のやのやのやのやりりりり口口口口にににに異異異異をををを唱唱唱唱えることそのものではないかえることそのものではないかえることそのものではないかえることそのものではないか。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 沖沖沖沖縄縄縄縄のののの米軍米軍米軍米軍専専専専用用用用施施施施設設設設・・・・区区区区域域域域のののの割割割割合合合合についてについてについてについて
　普天間飛行場　普天間飛行場　普天間飛行場　普天間飛行場ななななどどどど嘉手嘉手嘉手嘉手納納納納よよよよりりりり南南南南のののの６６６６つのつのつのつの米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地返還返還返還返還・・・・統合計画統合計画統合計画統合計画がががが全全全全てててて実実実実現現現現してもしてもしてもしても、、、、沖沖沖沖縄縄縄縄
にあるにあるにあるにある米軍米軍米軍米軍専専専専用用用用施施施施設設設設のののの割割割割合合合合はははは「「「「0000....7777ポポポポインインインイントトトト」」」」しかしかしかしか減減減減らないことがらないことがらないことがらないことが明明明明らかとなっているらかとなっているらかとなっているらかとなっている。。。。拡大拡大拡大拡大さささされれれれ
たたたたキキキキャャャャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・シシシシュュュュワワワワブブブブ制限水域制限水域制限水域制限水域561561561561ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルとととと埋埋埋埋立部分立部分立部分立部分160160160160ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルをををを合合合合わせわせわせわせるだるだるだるだけけけけでもでもでもでも
普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場444488880000ヘヘヘヘクタークタークタークタールルルルをはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えるがえるがえるがえるが、、、、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返還返還返還返還でででで沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県のののの米軍米軍米軍米軍専専専専
用用用用施施施施設設設設のののの割割割割合合合合はははは73737373....8888％％％％からからからから何何何何％％％％になるかになるかになるかになるか。。。。算出算出算出算出根根根根拠拠拠拠もあもあもあもあわせわせわせわせてててて示示示示さささされたいれたいれたいれたい。。。。

3333 沖沖沖沖縄縄縄縄ここここどどどどものものものもの国国国国についてについてについてについて

((((1111)))) 21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基本基本基本基本計画計画計画計画にはにはにはには「「「「沖沖沖沖縄縄縄縄ここここどどどどものものものもの国国国国についてはについてはについてはについては、、、、広広広広域的域的域的域的なななな児童児童児童児童・・・・青青青青少少少少年年年年のののの健健健健全全全全
育育育育成成成成拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての活用活用活用活用をををを促促促促進進進進しますしますしますします」」」」とのとのとのとの位位位位置置置置づけづけづけづけがあるがあるがあるがある。。。。同同同同施施施施設設設設のののの活用活用活用活用、、、、資資資資源価値源価値源価値源価値につにつにつにつ
いていていていて県県県県のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 九州九州九州九州地地地地区動区動区動区動物物物物園園園園入入入入館館館館者者者者のののの比較比較比較比較等等等等からからからから「「「「沖沖沖沖縄縄縄縄ここここどどどどものものものもの国国国国」」」」ははははどどどどのようにのようにのようにのように評価評価評価評価さささされるかれるかれるかれるか。。。。またまたまたまた、、、、
琉球弧固琉球弧固琉球弧固琉球弧固有有有有のののの在来在来在来在来生生生生物物物物動動動動物資物資物資物資源源源源のののの保保保保全全全全、、、、関関関関連産連産連産連産業業業業のののの創創創創出出出出、、、、観光観光観光観光施施施施設設設設ななななどどどどそのそのそのそのポテポテポテポテンンンン
シャシャシャシャルルルルををををどどどどうううう見見見見るかるかるかるか。。。。

((((3333)))) 県県県県補補補補助金助金助金助金のののの推推推推移移移移をををを伺伺伺伺うううう。。。。平成平成平成平成15151515年以年以年以年以降降降降10101010年間年間年間年間のののの推推推推移移移移ははははどどどどうかうかうかうか。。。。県県県県補補補補助金助金助金助金一一一一律削減律削減律削減律削減のののの影影影影
響響響響がががが施施施施設運設運設運設運営営営営へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな不安不安不安不安をもたらしているをもたらしているをもたらしているをもたらしている。。。。補補補補助金助金助金助金からからからから負担金負担金負担金負担金にににに変変変変更更更更することについすることについすることについすることについ
てててて見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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

5555 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 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事公約公約公約公約のののの普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの県県県県外外外外移設移設移設移設はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋立立立立承承承承認後認後認後認後もももも公約公約公約公約とととと全全全全くくくくたがたがたがたがわわわわないのかないのかないのかないのか、、、、
それともそれともそれともそれとも変変変変更更更更、、、、修修修修正正正正したのかしたのかしたのかしたのか説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの運用停止運用停止運用停止運用停止５５５５年以内年以内年以内年以内（（（（2012012012019999年年年年２２２２月月月月））））とはとはとはとは全面全面全面全面機能停止状態機能停止状態機能停止状態機能停止状態なのかなのかなのかなのか説明説明説明説明をををを求求求求めめめめ
るるるる。。。。

((((3333)))) 辺野古水域辺野古水域辺野古水域辺野古水域のののの最最最最大大大大2222....5555キロキロキロキロメメメメーーーートルトルトルトルのののの制限制限制限制限区区区区域域域域のののの拡大拡大拡大拡大はははは海海海海上上上上抗抗抗抗議行議行議行議行動動動動をををを排除排除排除排除するするするする目的目的目的目的でででで
あるあるあるある。。。。県県県県はははは反反反反対対対対しないようだがしないようだがしないようだがしないようだが、、、、水域水域水域水域のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににに逆逆逆逆行行行行しないかしないかしないかしないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 米米米米艦船艦船艦船艦船によるマによるマによるマによるマグログログログロはえはえはえはえ縄縄縄縄のののの切断切断切断切断にににに対対対対してしてしてして県県県県はははは、、、、原因原因原因原因究究究究明明明明とととと再再再再発防止発防止発防止発防止やややや損損損損害害害害補償補償補償補償ななななどどどど政政政政
府府府府にににに要請要請要請要請しているがそのしているがそのしているがそのしているがその回回回回答答答答とととと解解解解決策決策決策決策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 民民民民間間間間戦争戦争戦争戦争被害者被害者被害者被害者についてについてについてについて
　沖　沖　沖　沖縄縄縄縄戦戦戦戦でのでのでのでの空空空空襲襲襲襲やややや艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃のののの被害者被害者被害者被害者、、、、またまたまたまた南洋群南洋群南洋群南洋群島島島島ににににおけおけおけおけるるるる一般民一般民一般民一般民間間間間戦争戦争戦争戦争被害者被害者被害者被害者はははは、、、、
援護援護援護援護法法法法のののの適適適適用用用用からもからもからもからも除除除除外外外外さささされれれれ放置放置放置放置さささされているれているれているれている。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((1111)))) 沖沖沖沖縄縄縄縄戦戦戦戦、、、、南洋戦南洋戦南洋戦南洋戦のののの一般民一般民一般民一般民間間間間人人人人のののの被害実態被害実態被害実態被害実態はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 戦闘参加戦闘参加戦闘参加戦闘参加者者者者としてとしてとしてとして、、、、援護援護援護援護法法法法のののの適適適適用用用用をををを受受受受けけけけたたたた人数人数人数人数とととと適適適適用用用用さささされてないれてないれてないれてない人数人数人数人数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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 戦勝戦勝戦勝戦勝国国国国のイのイのイのイギギギギリリリリスススス、、、、フフフフランスランスランスランス、、、、敗戦敗戦敗戦敗戦国国国国ののののドドドドイイイイツツツツ、、、、イタイタイタイタリリリリアアアアでもでもでもでも軍軍軍軍人人人人・・・・軍軍軍軍属属属属とととと平等平等平等平等にににに一般民一般民一般民一般民間間間間戦戦戦戦
争争争争被害者被害者被害者被害者もももも国国国国家家家家補償補償補償補償をををを受受受受けけけけているているているている。。。。日日日日本本本本もももも国際国際国際国際的的的的常常常常識識識識をををを果果果果たすたすたすたすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。県県県県のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 被害者被害者被害者被害者はははは国国国国にににに謝罪謝罪謝罪謝罪とととと損損損損害害害害賠賠賠賠償償償償をををを求求求求めめめめ、、、、新新新新特特特特別別別別立立立立法法法法をををを強強強強くくくく訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。県県県県のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 不明地不明地不明地不明地処理処理処理処理問題等問題等問題等問題等についてについてについてについて
　　　　戦戦戦戦後後後後66669999年年年年たったたったたったたった今日今日今日今日でもでもでもでも沖沖沖沖縄縄縄縄戦戦戦戦でででで土土土土地地地地にににに関関関関するするするする資資資資料料料料（（（（公公公公図図図図やややや公公公公簿簿簿簿））））がががが焼失焼失焼失焼失しししし所所所所有有有有者不明者不明者不明者不明とととと
なっているなっているなっているなっている土土土土地地地地がががが県内県内県内県内24242424市市市市町村町村町村町村2663266326632663筆筆筆筆約約約約88880000万万万万平平平平方方方方メメメメーーーートルトルトルトル残残残残っているっているっているっている。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄戦戦戦戦はははは数数数数多多多多くくくくのののの
犠牲犠牲犠牲犠牲者者者者をををを出出出出しししし、、、、またまたまたまた、、、、土土土土地地地地、、、、家家家家屋屋屋屋ななななどどどど財財財財産産産産はははは破壊破壊破壊破壊さささされたれたれたれた。。。。いまだにいまだにいまだにいまだに不明不明不明不明土土土土地地地地のののの所所所所有有有有権権権権をををを確確確確定定定定
できないできないできないできない責責責責任任任任はははは重重重重大大大大であるであるであるである。。。。年年年年々々々々、、、、情情情情報報報報収収収収集集集集はははは困困困困難難難難をををを極極極極めてめてめてめておりおりおりおり、、、、解解解解決策決策決策決策をををを早早早早急急急急にににに図図図図るるるるべべべべきききき
であるであるであるである。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((1111)))) 内内内内閣閣閣閣府府府府がががが特特特特別別別別立立立立法法法法のののの制定制定制定制定もももも視視視視野野野野にににに検討検討検討検討をををを始始始始めているようだがめているようだがめているようだがめているようだが、、、、どどどどのようなのようなのようなのような内容内容内容内容なのかなのかなのかなのか。。。。そそそそ
してそのしてそのしてそのしてその法法法法整備整備整備整備のめのめのめのめどどどどはいつかはいつかはいつかはいつか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 所所所所有有有有者者者者捜捜捜捜しがしがしがしが遅々遅々遅々遅々としてとしてとしてとして進進進進まないまないまないまない大大大大きなきなきなきな要因要因要因要因はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 返還返還返還返還件件件件数数数数ががががわずわずわずわずかかかか数数数数件件件件しかないがしかないがしかないがしかないが、、、、そのそのそのその所所所所有有有有者者者者判判判判明明明明のののの確確確確定定定定とととと手続手続手続手続ははははどどどどうしたかうしたかうしたかうしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 国国国国場自場自場自場自治治治治会会会会がががが所所所所有有有有権権権権をををを主主主主張張張張しているしているしているしている古古古古波蔵波蔵波蔵波蔵４４４４丁丁丁丁目目目目のののの土土土土地地地地はははは終終終終戦戦戦戦後後後後のののの混乱混乱混乱混乱期期期期であであであでありりりり、、、、共有共有共有共有
地地地地のののの確確確確定定定定作作作作業業業業ががががおくおくおくおくれれれれ所所所所有有有有権権権権申申申申請請請請漏漏漏漏れのれのれのれの状態状態状態状態となっているとなっているとなっているとなっている。。。。現在現在現在現在はははは、、、、県県県県管理管理管理管理のののの河川河川河川河川敷敷敷敷とととと
那覇那覇那覇那覇市市市市管理管理管理管理のののの道路道路道路道路となっているとなっているとなっているとなっている。。。。当地当地当地当地はははは、、、、自自自自治治治治会会会会のののの土土土土地地地地としてとしてとしてとして、、、、地地地地籍籍籍籍調調調調票票票票もももも存存存存在在在在しししし、、、、隣接隣接隣接隣接
地地地地主主主主のののの証証証証明明明明もももも容容容容易易易易であるであるであるである。。。。ついてはついてはついてはついては、、、、錯誤錯誤錯誤錯誤としてとしてとしてとして、、、、表表表表題題題題登登登登記記記記をしてをしてをしてをして所所所所有有有有権権権権をををを確確確確定定定定できないできないできないできない
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 過労過労過労過労死死死死防止対策防止対策防止対策防止対策についてについてについてについて
　　　　劣劣劣劣悪悪悪悪なななな環境環境環境環境でででで労働労働労働労働者者者者がががが働働働働かかかかさささされるブラックれるブラックれるブラックれるブラック企業企業企業企業がががが今問題今問題今問題今問題になってになってになってになっておりおりおりおり、、、、過過過過重重重重労働労働労働労働がががが原因原因原因原因でででで
亡亡亡亡くくくくなることをなることをなることをなることを防防防防ぐぐぐぐ過労過労過労過労死死死死等防止対策等防止対策等防止対策等防止対策推推推推進進進進法法法法がががが去去去去るるるる６６６６月月月月20202020日成立日成立日成立日成立したしたしたした。。。。過労過労過労過労死死死死、、、、過労過労過労過労自自自自殺殺殺殺がががが
常常常常態化態化態化態化していることをしていることをしていることをしていることを改善改善改善改善・・・・解解解解決決決決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。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のことをのことをのことをのことを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((1111)))) 県県県県はははは、、、、過労過労過労過労死死死死防止対策防止対策防止対策防止対策法法法法のののの成立成立成立成立をををを機機機機にににに具体的具体的具体的具体的なななな施施施施策策策策ををををどどどどのようにのようにのようにのように検討検討検討検討しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ブラックブラックブラックブラック企業企業企業企業のののの一般一般一般一般的的的的なななな定定定定義義義義やややや基基基基準準準準をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内のブラックのブラックのブラックのブラック企業企業企業企業をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした実態調査実態調査実態調査実態調査ななななりりりり、、、、法令違法令違法令違法令違反反反反のののの実態調査実態調査実態調査実態調査をしてをしてをしてをして、、、、指導改善指導改善指導改善指導改善をををを
求求求求めてきたかめてきたかめてきたかめてきたか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 船船船船員員員員税税税税制制制制のののの導導導導入入入入についてについてについてについて
　2012　2012　2012　2012年度年度年度年度のののの税税税税制制制制改正改正改正改正のののの中中中中でででで総総総総務務務務省省省省内内内内簡簡簡簡はははは船船船船員員員員職職職職業業業業のののの魅魅魅魅力力力力をををを高高高高めるめるめるめる政策政策政策政策をををを理由理由理由理由にににに自自自自治治治治体体体体
判断判断判断判断によるによるによるによる所所所所得得得得税税税税、、、、住民住民住民住民税税税税のののの減減減減免免免免をををを認認認認めることとなっためることとなっためることとなっためることとなった。。。。2014201420142014年度年度年度年度からからからから、、、、四四四四日市市日市市日市市日市市ではではではでは６６６６カカカカ月月月月
をををを超超超超えるえるえるえる長長長長期外期外期外期外航航航航勤勤勤勤務務務務者者者者についてについてについてについて住民住民住民住民税税税税のののの均均均均等等等等割割割割部分部分部分部分をををを２２２２分分分分のののの１１１１減減減減免免免免することをすることをすることをすることを実実実実施施施施していしていしていしてい
るるるる。。。。四四四四方方方方海海海海にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた沖沖沖沖縄縄縄縄でもでもでもでも海海海海上上上上輸送輸送輸送輸送のののの役役役役割割割割がががが大大大大ききききくくくく、、、、そのそのそのその任務任務任務任務につにつにつにつくくくく船船船船員員員員へのへのへのへの軽減軽減軽減軽減策策策策
はははは必必必必要要要要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のとのとのとのとおりおりおりおり伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 県内県内県内県内船船船船員員員員（（（（外外外外航航航航、、、、内航漁業内航漁業内航漁業内航漁業））））のののの実実実実数数数数、、、、給給給給与与与与のののの実態及実態及実態及実態及びびびび需需需需給給給給動動動動向向向向をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 船船船船員員員員のののの確確確確保保保保、、、、育育育育成事業成事業成事業成事業ななななどどどど特特特特にににに若若若若年者年者年者年者雇雇雇雇用用用用はははは喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課課課課題題題題ではないかとではないかとではないかとではないかと伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県のののの船船船船員員員員へのへのへのへの所所所所得得得得税税税税、、、、住民住民住民住民税税税税軽減軽減軽減軽減へのへのへのへの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 魅魅魅魅力力力力あるあるあるある職職職職業高業高業高業高校校校校のあのあのあのありりりり方方方方についてについてについてについて
　平成　平成　平成　平成23232323年年年年にににに中中中中央央央央教育教育教育教育審審審審議会議会議会議会からからからからキキキキャリャリャリャリアアアア教育教育教育教育、、、、職職職職業業業業教育教育教育教育ななななどどどどのののの重重重重要要要要性性性性がががが答答答答申申申申さささされたれたれたれた。。。。そしそしそしそし
てててて、、、、県県県県はははは沖沖沖沖縄縄縄縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンでもンでもンでもンでも産産産産業業業業人人人人材材材材のののの育育育育成成成成をををを示示示示しししし、、、、教育庁教育庁教育庁教育庁はははは工工工工業業業業、、、、商商商商業業業業、、、、農林農林農林農林、、、、水水水水産産産産
のののの職職職職業高業高業高業高校校校校のあのあのあのありりりり方方方方をををを見見見見直直直直すすすす観観観観点点点点からからからから、、、、審審審審議会議会議会議会をををを設設設設置置置置したしたしたした。。。。このこのこのこの審審審審議会議会議会議会のののの運運運運営営営営方方方方法法法法及及及及びびびび特特特特
徴徴徴徴的的的的なななな施施施施策策策策、、、、具体的具体的具体的具体的なななな方方方方策策策策、、、、施施施施策策策策のののの生生生生かしかしかしかし方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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

6666 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 平平平平和和和和行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 沖沖沖沖縄全縄全縄全縄全戦戦戦戦没没没没者者者者追追追追悼悼悼悼式式式式についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県発県発県発県発表表表表のののの参参参参列列列列者者者者数数数数がががが2007200720072007年以年以年以年以来来来来、、、、７７７７年年年年ぶぶぶぶりりりりにににに5000500050005000人人人人をををを下下下下回回回回りりりり4600460046004600人人人人となったとなったとなったとなった。。。。遺遺遺遺族族族族のののの高高高高
齢齢齢齢化化化化やややや会場会場会場会場にににに入入入入るるるる際際際際のののの警警警警備備備備強化強化強化強化がががが減減減減少少少少のののの背景背景背景背景にあるとのにあるとのにあるとのにあるとの指指指指摘摘摘摘があるががあるががあるががあるが県県県県のののの認認認認識識識識についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 平平平平和和和和宣宣宣宣言言言言にににに対対対対するするするする県県県県民民民民のののの評価評価評価評価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見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 去去去去るるるる23232323日日日日にににに県内県内県内県内各各各各地地地地でででで開開開開かれたかれたかれたかれた慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭ではではではでは、、、、憲憲憲憲法解法解法解法解釈釈釈釈をををを変変変変更更更更しししし、、、、集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使
容認容認容認容認へへへへ向向向向かうかうかうかう安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権にににに対対対対しししし、、、、危危危危機機機機感感感感をををを訴訴訴訴えるえるえるえる県県県県民民民民のののの声声声声がががが相相相相次次次次いだいだいだいだ。。。。再再再再びびびび戦争戦争戦争戦争のできのできのできのでき
るるるる国国国国になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと危危危危機機機機感感感感をををを募募募募らすらすらすらす県県県県民民民民のののの声声声声にににに知事知事知事知事ははははどどどどうううう応応応応えるかえるかえるかえるか。。。。

((((2222)))) 南洋群南洋群南洋群南洋群島島島島慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 1111999944444444年年年年、、、、70707070年前年前年前年前のののの南洋群南洋群南洋群南洋群島島島島ににににおけおけおけおけるるるる戦争戦争戦争戦争によるによるによるによる県県県県民民民民のののの犠牲犠牲犠牲犠牲についてについてについてについて、、、、県県県県のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 戦戦戦戦没没没没者者者者のののの遺遺遺遺骨収骨収骨収骨収集集集集についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 戦戦戦戦没没没没者者者者遺遺遺遺骨収骨収骨収骨収集集集集情情情情報報報報センターのセンターのセンターのセンターの人人人人員員員員配配配配置置置置のののの状況状況状況状況とととと業業業業務務務務実実実実績績績績についてについてについてについて明明明明らかにらかにらかにらかにさささされたれたれたれた
いいいい。。。。

ｲｲｲｲ 厚労厚労厚労厚労省省省省実実実実施施施施のののの沖沖沖沖縄縄縄縄戦戦戦戦戦戦戦戦没没没没者者者者遺遺遺遺骨骨骨骨ののののＤＮＤＮＤＮＤＮＡＡＡＡ鑑鑑鑑鑑定定定定にににに、、、、県県県県ははははどどどどのようなのようなのようなのような形形形形でででで関与関与関与関与しているかをしているかをしているかをしているかを
説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

2222 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 改正改正改正改正大大大大気汚染気汚染気汚染気汚染防止防止防止防止法法法法がががが去去去去るるるる６６６６月月月月１１１１日日日日からからからから施施施施行行行行。。。。法法法法改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい、、、、在在在在日米軍日米軍日米軍日米軍基基基基地内地内地内地内工工工工事事事事ののののアアアア
ススススベベベベスススストトトト情情情情報報報報届届届届出出出出義義義義務務務務もももも、、、、受受受受注注注注業者業者業者業者からからからから発発発発注注注注者者者者のののの米軍米軍米軍米軍にかにかにかにかわわわわったったったった。。。。県県県県はははは、、、、同同同同改正改正改正改正法法法法をををを「「「「改改改改
悪悪悪悪」」」」だとしてだとしてだとしてだとして、、、、従従従従来来来来どおりどおりどおりどおり工工工工事事事事受受受受注注注注業者業者業者業者にににに県県県県へのへのへのへの届届届届出出出出義義義義務務務務をををを課課課課すようすようすようすよう環境省環境省環境省環境省にににに特特特特例例例例措措措措置置置置をををを
求求求求めていたがめていたがめていたがめていたが、、、、制度制度制度制度上上上上、、、、担担担担保保保保はははは得得得得られたかられたかられたかられたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 東電福東電福東電福東電福島島島島第第第第一一一一原発事原発事原発事原発事故故故故後後後後、、、、原原原原子力規子力規子力規子力規制委員会制委員会制委員会制委員会はははは、、、、原発原発原発原発のののの被害被害被害被害想想想想定定定定範囲範囲範囲範囲をををを半半半半径径径径10101010キロキロキロキロかかかか
らららら30303030キロキロキロキロにににに拡大拡大拡大拡大するするするする「「「「原原原原子力子力子力子力災災災災害対策害対策害対策害対策指指指指針針針針」」」」をををを策定策定策定策定しししし直直直直したしたしたした。。。。一方一方一方一方、、、、2004200420042004年年年年にににに国国国国がががが定定定定めためためためた
「「「「原原原原子力子力子力子力艦艦艦艦のののの原原原原子力子力子力子力災災災災害対策害対策害対策害対策ママママニニニニュアルュアルュアルュアル」」」」ではではではでは、、、、応応応応急急急急対応対応対応対応範囲範囲範囲範囲としてとしてとしてとして空空空空母母母母がががが半半半半径径径径３３３３キロキロキロキロ、、、、
潜潜潜潜水水水水艦艦艦艦はははは半半半半径径径径1111....2222キロキロキロキロのままだのままだのままだのままだ。。。。ホホホホワワワワイイイイトトトトビビビビーーーーチチチチへのへのへのへの原原原原潜寄潜寄潜寄潜寄港港港港がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない中中中中、、、、原原原原子力子力子力子力
艦艦艦艦のののの応応応応急急急急対応対応対応対応範囲範囲範囲範囲のののの拡大拡大拡大拡大をををを国国国国にににに求求求求めていめていめていめていくべくべくべくべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

((((3333)))) 軍軍軍軍雇雇雇雇用員用員用員用員カカカカーーーードドドドについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 復復復復帰帰帰帰前前前前のののの1111999946464646～～～～66666666年年年年にににに発行発行発行発行さささされたれたれたれた軍軍軍軍雇雇雇雇用員用員用員用員カカカカーーーードドドド約約約約20202020万万万万人人人人分分分分のののの電子電子電子電子デデデデータータータータ化化化化作作作作業業業業のののの
進捗状況及進捗状況及進捗状況及進捗状況及びびびび活用活用活用活用法法法法のののの検討検討検討検討状況状況状況状況とととと課課課課題題題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。。。。

ｲｲｲｲ 沖沖沖沖縄駐縄駐縄駐縄駐留留留留軍離軍離軍離軍離職職職職者対策者対策者対策者対策センターによるとセンターによるとセンターによるとセンターによると、、、、67676767〜〜〜〜72727272年年年年のののの発行発行発行発行カカカカーーーードドドドはははは県内県内県内県内になになになになくくくく、、、、米米米米ミミミミ
ズズズズーーーーリリリリ州州州州のののの資資資資料館料館料館料館がががが保保保保管管管管しているしているしているしている情情情情報報報報があるようだががあるようだががあるようだががあるようだが、、、、県県県県としてとしてとしてとして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、、、、調調調調
査査査査するするするする考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか。。。。

((((4444)))) ＬＬＬＬdendendendenについてについてについてについて
　2013　2013　2013　2013年年年年４４４４月月月月よよよよりりりり米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地からからからから暴露暴露暴露暴露さささされるれるれるれる爆音爆音爆音爆音のののの測測測測定定定定基基基基準準準準ががががＬＬＬＬdendendendenにににに変変変変更更更更さささされたれたれたれた。。。。ＬＬＬＬdendendendenのののの
測測測測定定定定値値値値はははは、、、、従従従従来来来来ののののＷＷＷＷ値値値値とととと比比比比べべべべてててて平平平平均均均均13131313ポポポポインインインイントトトトほほほほどどどど低低低低くくくく出出出出るとるとるとると言言言言わわわわれているれているれているれている。。。。

ｱｱｱｱ 昨昨昨昨年年年年４４４４月以月以月以月以降降降降、、、、県県県県ががががＬＬＬＬdendendendenをををを用用用用いていていていて測測測測定定定定したしたしたした結果結果結果結果、、、、ＷＷＷＷ値値値値であれであれであれであればばばば基基基基準超準超準超準超過過過過にもかかにもかかにもかかにもかかわわわわらららら
ずずずず、、、、ＬＬＬＬdendendendenではではではでは基基基基準準準準内内内内ににににおさおさおさおさまるまるまるまる事事事事例例例例はあったかはあったかはあったかはあったか、、、、具体具体具体具体例例例例をををを挙挙挙挙げげげげてててて説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。
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ｲｲｲｲ 県内県内県内県内各各各各所所所所でででで想想想想定定定定さささされるれるれるれる爆音爆音爆音爆音実態実態実態実態にににに照照照照らしらしらしらし、、、、県県県県としてとしてとしてとしてＷＷＷＷ値値値値からからからからＬＬＬＬdendendendenへのへのへのへの変変変変更更更更ををををどどどどのようにのようにのようにのように
捉捉捉捉えているかえているかえているかえているか、、、、見見見見解解解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 ＷＷＷＷ値値値値、、、、ＬＬＬＬdendendendenともにともにともにともに低周波低周波低周波低周波音音音音をををを前前前前提提提提としないとしないとしないとしない測測測測定定定定指指指指標標標標であるがであるがであるがであるが、、、、これらこれらこれらこれら指指指指標標標標ののののみみみみをををを軍用機軍用機軍用機軍用機
のののの測測測測定定定定基基基基準準準準とすることにとすることにとすることにとすることに対対対対するするするする県県県県のののの見見見見解解解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 統合統合統合統合リリリリゾゾゾゾーーーートトトト（Ｉ（Ｉ（Ｉ（ＩＲＲＲＲ））））についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは７７７７月月月月末末末末までにまでにまでにまでにＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ建設建設建設建設候候候候補補補補地地地地をををを決決決決めるとのめるとのめるとのめるとの方方方方針針針針のようだのようだのようだのようだ。。。。今年今年今年今年３３３３月月月月にはにはにはには「「「「大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ
施施施施設設設設整備整備整備整備とととと街街街街づくりづくりづくりづくりへへへへ向向向向けけけけたたたた基本基本基本基本構構構構想想想想」」」」をまとめているをまとめているをまとめているをまとめている。。。。

((((1111)))) これまでこれまでこれまでこれまでＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ候候候候補補補補地地地地にににに名名名名乗乗乗乗りりりりをををを上上上上げげげげているているているている自自自自治治治治体名及体名及体名及体名及びびびび立地予定立地予定立地予定立地予定箇箇箇箇所所所所をををを全全全全てててて明明明明らかにらかにらかにらかに
さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((2222)))) 基本基本基本基本構構構構想想想想にあるにあるにあるにある「「「「沖沖沖沖縄縄縄縄型型型型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ」」」」のののの定定定定義義義義及及及及びびびび県県県県がががが導導導導入入入入をををを検討検討検討検討しているしているしているしている「「「「統合統合統合統合リリリリゾゾゾゾーーーートトトト（Ｉ（Ｉ（Ｉ（ＩＲＲＲＲ））））」」」」
のののの定定定定義義義義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 福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 民民民民間間間間賃貸賃貸賃貸賃貸住宅住宅住宅住宅入入入入居拒否居拒否居拒否居拒否についてについてについてについて
　報　報　報　報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、障障障障害者害者害者害者やややや低低低低額額額額所所所所得得得得者者者者ななななどどどど「「「「住宅住宅住宅住宅確確確確保要保要保要保要配慮配慮配慮配慮者者者者」」」」にににに対対対対するするするする民民民民間間間間賃貸賃貸賃貸賃貸住宅住宅住宅住宅
へのへのへのへの入入入入居拒否居拒否居拒否居拒否がががが県内県内県内県内でででで頻頻頻頻発発発発しているしているしているしている可能可能可能可能性性性性がががが高高高高いことがいことがいことがいことが、、、、県県県県住宅課住宅課住宅課住宅課実実実実施施施施ののののアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調調調調
査査査査でででで判判判判明明明明したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 調査調査調査調査結果結果結果結果のののの概概概概要要要要とととと特特特特徴徴徴徴的的的的なななな拒否拒否拒否拒否事事事事例例例例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 不不不不動動動動産産産産関係者関係者関係者関係者やややや市市市市町村町村町村町村へのへのへのへのアアアアンンンンケケケケーーーートトトトにとにとにとにとどどどどまらまらまらまらずずずず、、、、県県県県としてとしてとしてとして本本本本格格格格的的的的なななな調査調査調査調査にににに乗乗乗乗りりりり出出出出しししし、、、、
対策対策対策対策をををを講講講講じじじじるるるるべべべべきだときだときだときだと考考考考えるがえるがえるがえるが見見見見解解解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)))) 認知認知認知認知症症症症高高高高齢齢齢齢者者者者ななななどどどど身元身元身元身元不明者不明者不明者不明者についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 認知認知認知認知症症症症ななななどどどどのののの疑疑疑疑いでいでいでいで行行行行方方方方不明不明不明不明になになになになりりりり、、、、身元身元身元身元不明不明不明不明のままのままのままのまま保護保護保護保護さささされるれるれるれる高高高高齢齢齢齢者者者者がががが全国全国全国全国的的的的にににに社社社社
会問題会問題会問題会問題になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、県県県県としてとしてとしてとして人数人数人数人数把握把握把握把握等等等等のののの実態調査実態調査実態調査実態調査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。。。。

ｲｲｲｲ 行行行行方方方方不明者不明者不明者不明者のののの捜索捜索捜索捜索ネネネネッッッットトトトワワワワークをークをークをークを全全全全県県県県レレレレベベベベルルルルでででで構構構構築築築築することですることですることですることで早期早期早期早期発見発見発見発見につながるにつながるにつながるにつながる。。。。県県県県
としてとしてとしてとして事業化事業化事業化事業化するするするする考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか。。。。

5555 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 居居居居所不明児童所不明児童所不明児童所不明児童についてについてについてについて
　文　文　文　文科省科省科省科省のののの2013201320132013年年年年５５５５月時月時月時月時点点点点のののの学校基本学校基本学校基本学校基本調査調査調査調査によるとによるとによるとによると、、、、１１１１年以年以年以年以上上上上居居居居場所場所場所場所ののののわわわわからないからないからないからない小中小中小中小中
学校学校学校学校のののの「「「「居居居居所不明児童所不明児童所不明児童所不明児童」」」」はははは県内県内県内県内でででで男男男男児児児児４４４４名名名名、、、、女女女女児児児児４４４４名名名名のののの計計計計８８８８名名名名にににに上上上上るるるる。。。。

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内ににににおけおけおけおけるるるる直直直直近近近近のののの「「「「居居居居所不明児童所不明児童所不明児童所不明児童」」」」のののの数数数数をををを性性性性別別別別、、、、年年年年齢齢齢齢別別別別にににに明明明明らかにらかにらかにらかにさささされたいれたいれたいれたい。。。。

ｲｲｲｲ 文文文文科省科省科省科省はははは2013201320132013年年年年３３３３月月月月、、、、事件事件事件事件性性性性がががが疑疑疑疑わわわわれるれるれるれる場合場合場合場合はははは警察警察警察警察にににに相相相相談談談談するようするようするようするよう全国全国全国全国のののの教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会
にににに通通通通知知知知をををを出出出出しているしているしているしている。。。。県内県内県内県内ににににおけおけおけおけるるるる警察警察警察警察へのへのへのへの相相相相談談談談数数数数ななななどどどど、、、、実態実態実態実態をををを明明明明らかにらかにらかにらかにさささされたいれたいれたいれたい。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月02020202    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

7777 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 米軍米軍米軍米軍基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍普天間米軍普天間米軍普天間米軍普天間基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」はははは実実実実現性現性現性現性のあるのあるのあるのある要求要求要求要求かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古辺野古辺野古辺野古公有公有公有公有水水水水面埋面埋面埋面埋立立立立承承承承認問題認問題認問題認問題はははは、、、、知事知事知事知事のののの許許許許しがたいしがたいしがたいしがたい県県県県民民民民にににに対対対対するするするする歴史歴史歴史歴史的的的的裏裏裏裏切切切切りりりりだとだとだとだと厳厳厳厳
しいしいしいしい批批批批判判判判がががが寄寄寄寄せせせせられているられているられているられている。。。。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 環境環境環境環境のののの専専専専門門門門家家家家やややや名護市長名護市長名護市長名護市長ななななどどどどのののの「「「「環境環境環境環境はははは守守守守られないられないられないられない」」」」というというというという意意意意見見見見をををを無視無視無視無視してしてしてして環境環境環境環境保保保保全全全全がががが
可能可能可能可能としたとしたとしたとした根根根根拠拠拠拠はははは何何何何かかかか。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「現現現現段階段階段階段階でででで取取取取りりりり得得得得るとるとるとると考考考考えられるえられるえられるえられる環境環境環境環境保保保保全全全全措措措措置置置置がががが講講講講じじじじられてられてられてられておりおりおりおり」」」」というというというという具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容をををを
説明説明説明説明せせせせよよよよ。。。。

ｵｵｵｵ 公有公有公有公有水水水水面埋面埋面埋面埋立立立立法法法法にににに違違違違反反反反するするするする事態事態事態事態がががが明明明明らかになれらかになれらかになれらかになればばばば、、、、埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認をををを撤撤撤撤回回回回すすすすべべべべきではないきではないきではないきではない
かかかか。。。。

((((2222)))) 高高高高江江江江ののののヘリヘリヘリヘリパパパパッッッッドドドド建設問題建設問題建設問題建設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 工工工工事事事事車車車車両両両両がががが生活生活生活生活道路道路道路道路をををを利利利利用用用用するというするというするというするという極極極極めてめてめてめて危険危険危険危険なななな事態事態事態事態がががが計画計画計画計画さささされているようだがれているようだがれているようだがれているようだが、、、、事事事事
実実実実をををを掌掌掌掌握握握握しているかしているかしているかしているか。。。。

ｲｲｲｲ 現在現在現在現在のののの建設計画建設計画建設計画建設計画をををを許許許許すとすとすとすと、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然がががが破壊破壊破壊破壊さささされれれれ、、、、絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧種種種種ののののノノノノグチグチグチグチゲゲゲゲラやラやラやラやヤヤヤヤンバンバンバンバルルルル
クイクイクイクイナナナナななななどどどどにににに深深深深刻刻刻刻ななななダダダダメメメメーーーージジジジをををを与与与与えることになるがえることになるがえることになるがえることになるが、、、、知事知事知事知事としてとしてとしてとして重重重重大決大決大決大決意意意意でででで日米日米日米日米両両両両政府政府政府政府にににに
工工工工事事事事のののの中中中中止止止止をををを強強強強力力力力にににに申申申申しししし入入入入れるれるれるれるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「基基基基地地地地負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減」」」」のののの実態実態実態実態ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか、、、、効果効果効果効果あるあるあるある措措措措置置置置がががが取取取取られているかられているかられているかられているか。。。。具体的具体的具体的具体的にににに説説説説
明明明明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

2222 泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬干干干干潟潟潟潟埋埋埋埋立問題立問題立問題立問題についてについてについてについて
　　　　泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬干干干干潟潟潟潟はははは貴貴貴貴重種重種重種重種、、、、絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧種種種種のののの宝庫宝庫宝庫宝庫であるであるであるである。。。。世界世界世界世界自自自自然然然然遺遺遺遺産登産登産登産登録録録録をををを進進進進めるためにもそのめるためにもそのめるためにもそのめるためにもその
保保保保全全全全をををを図図図図るるるるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

3333 教育教育教育教育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)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上推推推推進運進運進運進運動動動動についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今今今今回回回回のののの学力学力学力学力テテテテスススストトトトののの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

ｲｲｲｲ 成成成成績績績績向上向上向上向上のためにのためにのためにのためにどどどどのようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みみみみをしたのかをしたのかをしたのかをしたのか。。。。「「「「学力学力学力学力」」」」はははは向上向上向上向上したかしたかしたかしたか。。。。

ｳｳｳｳ 学力向上学力向上学力向上学力向上推推推推進運進運進運進運動動動動によってによってによってによって、、、、教育現教育現教育現教育現場場場場がががが疲弊疲弊疲弊疲弊しているとのしているとのしているとのしているとの批批批批判判判判があるががあるががあるががあるが、、、、実態実態実態実態ははははどどどどうううう
かかかか。。。。

((((2222)))) 教教教教師師師師のののの多多多多忙忙忙忙化化化化解解解解消消消消のののの取取取取りりりり組組組組みみみみははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。

4444 知事知事知事知事のののの政政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて
　沖　沖　沖　沖縄縄縄縄戦戦戦戦のののの痛苦痛苦痛苦痛苦のののの教教教教訓訓訓訓からからからから、、、、集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使はははは知事知事知事知事がががが先頭先頭先頭先頭になってになってになってになって反反反反対対対対すすすすべべべべきときときときと考考考考ええええ
るがるがるがるが、、、、決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


