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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30303030    日日日日((((火火火火))))

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 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 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)))) 来来来来るるるる11111111月月月月16161616日日日日のののの知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙にににに仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事もももも翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長もももも出馬出馬出馬出馬をををを表明表明表明表明したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは、、、、翁翁翁翁
長那覇市長長那覇市長長那覇市長長那覇市長とのとのとのとの政策政策政策政策のののの大大大大きなきなきなきな違違違違いはいはいはいは何何何何とととと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2013201320132013年年年年１１１１月月月月28282828日日日日にににに41414141市町村長市町村長市町村長市町村長やややや県議会県議会県議会県議会などがオスプレイなどがオスプレイなどがオスプレイなどがオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対とととと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
及及及及びびびび県内移設断念県内移設断念県内移設断念県内移設断念をををを求求求求めてめてめてめて安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相にににに建白書建白書建白書建白書をををを手交手交手交手交しししし、、、、要請要請要請要請したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは、、、、このこのこのこの建白書建白書建白書建白書
のののの意義意義意義意義をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉えているかえているかえているかえているか認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは、、、、辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認のののの是非是非是非是非をををを今知事選今知事選今知事選今知事選でででで最大最大最大最大のののの争点争点争点争点としてとしてとしてとして県民県民県民県民にににに信信信信をををを問問問問うううう覚悟覚悟覚悟覚悟はあはあはあはあ
るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは９９９９月月月月３３３３日日日日、、、、県県県県にににに対対対対してしてしてして埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事４４４４件件件件のののの設計変更設計変更設計変更設計変更をををを申請申請申請申請したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、地元名地元名地元名地元名
護市護市護市護市からからからから同意同意同意同意をををを得得得得られないからでありられないからでありられないからでありられないからであり、、、、県県県県のののの承認承認承認承認のののの実効性実効性実効性実効性がががが否定否定否定否定されたされたされたされた。。。。このこのこのこの審査審査審査審査はははは、、、、新新新新
知事知事知事知事にににに委委委委ねるべきではないかねるべきではないかねるべきではないかねるべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは、、、、８８８８月月月月14141414日日日日からからからから、、、、ブイブイブイブイ（（（（浮標浮標浮標浮標）、）、）、）、フロートフロートフロートフロート（（（（浮具浮具浮具浮具））））をををを設置設置設置設置しししし、、、、掘削工事掘削工事掘削工事掘削工事をををを強行強行強行強行しししし
たたたた。。。。海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁はははは巡視船巡視船巡視船巡視船、、、、警戒船警戒船警戒船警戒船をををを繰繰繰繰りりりり出出出出しししし、、、、反対反対反対反対しししし、、、、抗議抗議抗議抗議するするするする県民県民県民県民のののの首首首首をををを締締締締めめめめ上上上上げげげげ、、、、海海海海
中中中中にににに頭頭頭頭をををを沈沈沈沈めるめるめるめる暴力的暴力的暴力的暴力的なななな行動行動行動行動もももも出出出出ているているているている。。。。提供水域外提供水域外提供水域外提供水域外でもでもでもでも安全確保安全確保安全確保安全確保をををを名目名目名目名目にににに強制排除強制排除強制排除強制排除をををを
しているしているしているしている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの行為行為行為行為はははは、、、、法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠のないのないのないのない過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備であるであるであるである。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 政府政府政府政府はははは、、、、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減とととと称称称称してしてしてして普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地ののののＫＣＫＣＫＣＫＣ130130130130空中給油機空中給油機空中給油機空中給油機15151515機機機機をををを岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地にににに移駐移駐移駐移駐したしたしたした
がががが、、、、在沖海在沖海在沖海在沖海兵隊兵隊兵隊兵隊はははは、、、、移駐移駐移駐移駐後後後後もももも訓練訓練訓練訓練はははは沖縄沖縄沖縄沖縄でででで続続続続けけけけるとしているるとしているるとしているるとしている。。。。これはこれはこれはこれは訓練訓練訓練訓練のののの危険危険危険危険性性性性、、、、騒音騒音騒音騒音
被害被害被害被害などなどなどなど見見見見せせせせかかかかけけけけのののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 カジノカジノカジノカジノについてについてについてについて
　2010　2010　2010　2010年年年年のののの知事知事知事知事公約公約公約公約はははは「「「「県民県民県民県民合合合合意意意意がががが得得得得られなられなられなられなけけけけれれれればばばば導入導入導入導入しないしないしないしない」」」」だっだっだっだったたたた。。。。とことことこところろろろがががが、、、、2013201320132013年年年年
12121212月月月月17171717日沖縄政策日沖縄政策日沖縄政策日沖縄政策協協協協議会議会議会議会でででで突如突如突如突如カジノカジノカジノカジノのののの候補候補候補候補地地地地にににに沖縄沖縄沖縄沖縄をををを入入入入れるれるれるれるよよよようううう要請要請要請要請しているしているしているしている。。。。刑刑刑刑法法法法がががが
禁禁禁禁じじじじるるるる賭博賭博賭博賭博としてのとしてのとしてのとしてのカジノカジノカジノカジノ合合合合法法法法化化化化法法法法案案案案ははははまだまだまだまだ国会審議国会審議国会審議国会審議にににに入入入入っっっっていないにもかかていないにもかかていないにもかかていないにもかかわわわわららららずずずず県県県県はははは、、、、
県民県民県民県民へへへへのののの説説説説明明明明、、、、合合合合意意意意形成形成形成形成をををを後回後回後回後回しにしてしにしてしにしてしにしてカジノカジノカジノカジノ誘致誘致誘致誘致にににに手手手手をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、これこれこれこれままままでででで多額多額多額多額のののの調調調調査委査委査委査委託託託託
費費費費やややや基基基基本構想本構想本構想本構想のののの策定策定策定策定をををを先先先先行行行行ささささせせせせているているているている。。。。県民県民県民県民のののの声声声声もももも聞聞聞聞かかかかずずずず既成既成既成既成事実事実事実事実をををを積積積積みみみみ上上上上げるげるげるげる手法手法手法手法はははは公公公公
約約約約違反違反違反違反ではないのかではないのかではないのかではないのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 ５５５５歳児幼稚園歳児幼稚園歳児幼稚園歳児幼稚園、、、、義義義義務教育無償化務教育無償化務教育無償化務教育無償化についてについてについてについて
　　　　文文文文部部部部科学省科学省科学省科学省はははは、、、、現現現現行行行行のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保保保保育所育所育所育所、、、、こどもこどもこどもこども園園園園などのなどのなどのなどの枠組枠組枠組枠組みみみみをををを維持維持維持維持したしたしたしたまままままままま５５５５歳児歳児歳児歳児のののの義義義義
務教育無償化務教育無償化務教育無償化務教育無償化のののの検討検討検討検討をしているをしているをしているをしている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育はははは、、、、他他他他県県県県とととと違違違違いいいい、、、、小学校小学校小学校小学校とととと併併併併設設設設しししし、、、、幼幼幼幼
小連携小連携小連携小連携がががが確立確立確立確立されているされているされているされている。。。。このこのこのこの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの特特特特長長長長をををを生生生生かすためにもかすためにもかすためにもかすためにも、、、、2011201120112011年年年年３３３３月月月月のののの県議会県議会県議会県議会決決決決議議議議
やややや教育教育教育教育庁庁庁庁がががが答弁答弁答弁答弁したしたしたしたよよよようにうにうにうに、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの義義義義務教育無償化務教育無償化務教育無償化務教育無償化のののの実実実実現現現現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。。。。教育教育教育教育長長長長のののの
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 県県県県管理河川管理河川管理河川管理河川へへへへのののの豪雨豪雨豪雨豪雨対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 昨昨昨昨今今今今、、、、ゲリラゲリラゲリラゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨などのなどのなどのなどの発生発生発生発生にににによよよよりりりり、、、、土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れれれれ、、、、土石流土石流土石流土石流、、、、河川河川河川河川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫がががが起起起起こりこりこりこり、、、、家屋家屋家屋家屋のののの損壊損壊損壊損壊
だけだけだけだけでなでなでなでなくくくく住住住住民民民民のののの死亡死亡死亡死亡などなどなどなど痛痛痛痛まままましいしいしいしい災害災害災害災害事事事事故故故故がががが広島広島広島広島でもでもでもでも起起起起ここここっっっっているているているている。。。。予測困難予測困難予測困難予測困難ななななゲリラゲリラゲリラゲリラ
豪雨豪雨豪雨豪雨はははは年年年年々増加々増加々増加々増加のののの一途一途一途一途でありでありでありであり、、、、万万万万全全全全なななな再発再発再発再発防防防防止止止止策策策策がががが問問問問わわわわれているれているれているれている。。。。県県県県管理管理管理管理のののの河川河川河川河川でもでもでもでも、、、、
これこれこれこれままままでででで集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨などになどになどになどによよよよりりりり、、、、河川河川河川河川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫、、、、地地地地盤盤盤盤沈沈沈沈下下下下、、、、浸浸浸浸水水水水、、、、人命人命人命人命事事事事故故故故等等等等がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。安安安安
里川里川里川里川水水水水系系系系、、、、安安安安謝川謝川謝川謝川水水水水系系系系、、、、国国国国場川場川場川場川水水水水系系系系でのこれでのこれでのこれでのこれままままでのでのでのでの災害災害災害災害のののの発生発生発生発生とととと再発再発再発再発防防防防止止止止策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 安安安安里川里川里川里川水水水水系系系系のののの松川一帯松川一帯松川一帯松川一帯のののの住住住住民民民民からからからから、、、、鉄砲鉄砲鉄砲鉄砲水水水水にににによよよよりりりり、、、、地地地地盤盤盤盤がえがえがえがえぐぐぐぐりりりり取取取取られられられられ空空空空洞化洞化洞化洞化したりしたりしたりしたり、、、、建建建建
物物物物のののの基基基基礎礎礎礎部分部分部分部分ににににひひひひびびびび割割割割れれれれ、、、、コンクリコンクリコンクリコンクリートのートのートのートの剝離剝離剝離剝離、、、、膨張膨張膨張膨張のののの疑疑疑疑いいいい、、、、石積石積石積石積みみみみ護護護護岸岸岸岸へへへへのののの不不不不安安安安などのなどのなどのなどの
訴訴訴訴えがえがえがえが出出出出ているているているている。。。。現況調現況調現況調現況調査査査査とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表質問表質問表質問表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30303030    日日日日((((火火火火))))

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　　　　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)))) 名護市議選名護市議選名護市議選名護市議選のののの結果結果結果結果についてのについてのについてのについての所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ４４４４年年年年前前前前にににに選対選対選対選対本本本本部長部長部長部長をををを務務務務めためためためた翁長氏翁長氏翁長氏翁長氏がががが知事知事知事知事候補候補候補候補としてとしてとしてとして名名名名乗乗乗乗りをりをりをりを上上上上げたげたげたげた。。。。たもとをたもとをたもとをたもとを分分分分かつこかつこかつこかつこ
とになとになとになとになっっっったたたた理由理由理由理由はははは何何何何だだだだとととと思思思思うかうかうかうか。。。。

((((3333)))) 菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは報道報道報道報道にににによよよよるとるとるとると普天間普天間普天間普天間のののの辺野古辺野古辺野古辺野古へへへへのののの移設移設移設移設についてについてについてについて「「「「最大最大最大最大のののの関関関関心心心心はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが
埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認するかどうかするかどうかするかどうかするかどうかだっだっだっだったたたた。。。。知事知事知事知事がががが承認承認承認承認しししし粛々粛々粛々粛々とととと工事工事工事工事をしてをしてをしてをしておおおおりもうりもうりもうりもう過過過過去去去去のののの問問問問題題題題
だだだだ。。。。知事選知事選知事選知事選のののの争点争点争点争点にはならないにはならないにはならないにはならない」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。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。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは今今今今回回回回のののの知事選知事選知事選知事選にににに際際際際しししし「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」についてはどのについてはどのについてはどのについてはどのよよよようなうなうなうな態度態度態度態度でででで臨臨臨臨むむむむのかのかのかのか。。。。

((((5555)))) 辺野古新基地反対辺野古新基地反対辺野古新基地反対辺野古新基地反対のののの県民県民県民県民運運運運動動動動はははは日日日日をををを追追追追ううううごごごごとにとにとにとに大大大大ききききくくくくななななっっっっているているているている。。。。ゲゲゲゲートートートート前前前前のののの座座座座りりりり込込込込みみみみもももも
連連連連日日日日200200200200人近人近人近人近いいいい人人人人がががが集集集集ままままりりりり、、、、多多多多いときにはいときにはいときにはいときには500500500500人近人近人近人近くくくくにににに上上上上るるるる。。。。これらこれらこれらこれら県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りはりはりはりは沸沸沸沸点点点点にあにあにあにあ
るがるがるがるが、、、、そそそそれはれはれはれは全全全全てててて知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに端端端端をををを発発発発しているしているしているしている。。。。どのどのどのどのよよよようにうにうにうに認識認識認識認識しししし、、、、責任責任責任責任をとるかをとるかをとるかをとるか。。。。

((((6666)))) 防防防防災訓練災訓練災訓練災訓練にににに海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの参加参加参加参加をををを要請要請要請要請したとのことしたとのことしたとのことしたとのことだだだだがががが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに位置位置位置位置づけづけづけづけてててて
いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。

2222 基地問基地問基地問基地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは５５５５年年年年以以以以内普天間内普天間内普天間内普天間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの運用停止運用停止運用停止運用停止問問問問題題題題でででで「「「「2012012012019999年年年年、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは５５５５年年年年以以以以内内内内運用運用運用運用
停止停止停止停止」」」」をををを明明明明言言言言したのかしたのかしたのかしたのか。。。。ままままたこれはたこれはたこれはたこれは内内内内閣閣閣閣とととと県県県県のののの正式正式正式正式なななな合合合合意意意意かかかか。。。。

((((2222)))) 在沖在沖在沖在沖米軍米軍米軍米軍トトトトッッッップのプのプのプのウィウィウィウィススススララララーーーー四軍調整官四軍調整官四軍調整官四軍調整官はははは５５５５年年年年以以以以内内内内運用停止運用停止運用停止運用停止問問問問題題題題でででで「「「「答答答答えはえはえはえはノノノノーーーーだだだだ」」」」とととと明明明明
言言言言しているしているしているしている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。（。（。（。（2013201320132013年年年年４４４４月月月月のののの日日日日米合米合米合米合意意意意はははは普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの返還返還返還返還時時時時期期期期はははは
22222222年年年年度度度度ままままたはたはたはたはそそそそのののの後後後後））））

((((3333)))) 海上海上海上海上でででで工事工事工事工事にににに抗議抗議抗議抗議するするするする県民県民県民県民にににに対対対対してしてしてして海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁のののの暴力的暴力的暴力的暴力的なななな対応対応対応対応にににに県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りがりがりがりが高高高高まっまっまっまっ
ているているているている。。。。県県県県としてとしてとしてとして抗議申抗議申抗議申抗議申しししし入入入入れをすべきではないかれをすべきではないかれをすべきではないかれをすべきではないか。。。。ままままたたたた拘束拘束拘束拘束などのなどのなどのなどの根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 辺野古埋立変更申請辺野古埋立変更申請辺野古埋立変更申請辺野古埋立変更申請についてのについてのについてのについて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)))) ９９９９月月月月11111111日日日日、、、、キャンキャンキャンキャンププププ・ハンセン・ハンセン・ハンセン・ハンセンでででで石川署石川署石川署石川署とととと海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの合合合合同同同同訓練訓練訓練訓練をををを行行行行っっっっているがているがているがているが目的目的目的目的はははは何何何何かかかか。。。。

((((6666)))) 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地のののの軍港軍港軍港軍港機機機機能能能能ががががウィキリウィキリウィキリウィキリーーーーククククスがスがスがスが公公公公表表表表したしたしたした2002002002009999年年年年10101010月月月月15151515日日日日付付付付のののの在日在日在日在日米米米米国大国大国大国大
使館使館使館使館のののの公電公電公電公電にににによっよっよっよってててて明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされた。。。。県県県県はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。ままままたたたた環境環境環境環境アセアセアセアセスススス段階段階段階段階ではではではでは
200200200200メメメメートートートートルルルルとなとなとなとなっっっっていたていたていたていた護護護護岸岸岸岸のののの長長長長さをさをさをさを埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請のときにのときにのときにのときに長長長長ささささ270270270270メメメメートートートートルルルル、、、、幅幅幅幅30303030メメメメートートートートルルルルとととと
記載記載記載記載したしたしたした。。。。アセアセアセアセスススス手手手手続続続続のののの不不不不備備備備ではないかではないかではないかではないか。。。。

3333 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 観光客観光客観光客観光客１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり県内県内県内県内消消消消費額費額費額費額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。。。。対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 土土土土産産産産・・・・買買買買いいいい物費物費物費物費のののの増加増加増加増加のためののためののためののための対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 観光商品観光商品観光商品観光商品ををををふふふふやすやすやすやす取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾートートートート（（（（ＩＲＩＲＩＲＩＲ））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 検討検討検討検討状状状状況況況況はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは法法法法案案案案がががが提出提出提出提出されているのでされているのでされているのでされているので手手手手をををを挙挙挙挙げるげるげるげる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると言言言言っっっっているがているがているがているが、、、、県民的県民的県民的県民的コンセコンセコンセコンセ
ンンンンササササスはできているのかスはできているのかスはできているのかスはできているのか。。。。ままままたたたたコンセンコンセンコンセンコンセンササササスはいかスはいかスはいかスはいかよよよようにうにうにうに図図図図るかるかるかるか。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「カジノ・カジノ・カジノ・カジノ・エエエエンンンンタタタターーーーテテテテイイイイメメメメンンンントトトト」」」」のののの意義意義意義意義はどこにあるかはどこにあるかはどこにあるかはどこにあるか。。。。
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ｴｴｴｴ 「「「「カジノ・カジノ・カジノ・カジノ・エエエエンンンンタタタターーーーテテテテイイイイメメメメンンンントトトト」」」」ははははギギギギャンャンャンャンブブブブルルルル依存症依存症依存症依存症などなどなどなど多多多多くくくくのののの問問問問題題題題点点点点がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、
県県県県としてのとしてのとしてのとしての基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 沖縄沖縄沖縄沖縄統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾートのートのートのートの事事事事業規模業規模業規模業規模についてについてについてについて問問問問うううう。（。（。（。（延延延延べべべべ床面床面床面床面積積積積、、、、事事事事業業業業費費費費、、、、カジノカジノカジノカジノ部分部分部分部分面面面面積積積積等等等等））））

ｶｶｶｶ 年間年間年間年間売売売売上上上上額額額額はははは幾幾幾幾らをらをらをらを想想想想定定定定しているかしているかしているかしているか。（。（。（。（内内内内カジノカジノカジノカジノととととカジノカジノカジノカジノ外外外外はははは））））

ｷｷｷｷ 事事事事業主体業主体業主体業主体としてどのとしてどのとしてどのとしてどのよよよようなことがうなことがうなことがうなことが考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか。。。。

ｸｸｸｸ 沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光のイのイのイのイメメメメーーーージジジジとととと「「「「カジノ・カジノ・カジノ・カジノ・エエエエンンンンタタタターーーーテテテテイイイイメメメメンンンントトトト」」」」はははは合合合合うとうとうとうと考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表質問表質問表質問表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30303030    日日日日((((火火火火))))

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 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 基地基地基地基地とととと経済経済経済経済についてについてについてについて

((((1111)))) 基地基地基地基地経済経済経済経済のののの直直直直近近近近のののの依存依存依存依存度度度度はははは何何何何％％％％かかかか。。。。

((((2222)))) 基地基地基地基地がながながながなけけけけれれれればばばば沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの経済経済経済経済・・・・雇雇雇雇用用用用はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

((((3333)))) 既返還既返還既返還既返還基地基地基地基地跡跡跡跡地地地地（（（（新新新新都都都都心心心心・・・・小小小小禄金城禄金城禄金城禄金城・・・・桑江北桑江北桑江北桑江北前前前前））））返還前返還前返還前返還前とととと返還後返還後返還後返還後のののの経済経済経済経済効効効効果果果果、、、、雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果
をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 返還予返還予返還予返還予定基地定基地定基地定基地跡跡跡跡地地地地（（（（普天間普天間普天間普天間・キャン・キャン・キャン・キャンププププ桑江桑江桑江桑江・キャン・キャン・キャン・キャンププププ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧・・・・牧牧牧牧港補港補港補港補給地給地給地給地・・・・那覇那覇那覇那覇港港港港湾湾湾湾））））のののの現現現現
在在在在のののの経済経済経済経済効効効効果果果果とととと雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果、、、、返還後返還後返還後返還後のののの経済経済経済経済効効効効果果果果とととと雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納以以以以北北北北のののの基地基地基地基地面面面面積積積積、、、、経済経済経済経済効効効効果果果果、、、、雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。返還後返還後返還後返還後のののの経済経済経済経済効効効効果果果果、、、、雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果をををを
問問問問うううう。。。。

2222 基地問基地問基地問基地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊がががが本本本本県県県県にににに駐駐駐駐留留留留しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない理由理由理由理由・・・・根拠根拠根拠根拠のののの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)))) 辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 普天間普天間普天間普天間のののの危険危険危険危険性除性除性除性除去去去去のためにはのためにはのためにはのためには、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設しかないとするしかないとするしかないとするしかないとする根拠根拠根拠根拠のののの説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

ｲｲｲｲ さきのさきのさきのさきの議会議会議会議会でででで「「「「埋立法埋立法埋立法埋立法ににににおけおけおけおけるるるる裁量裁量裁量裁量のののの範囲範囲範囲範囲はははは極極極極めてめてめてめて小小小小さいがさいがさいがさいがゼゼゼゼロではないロではないロではないロではない」」」」とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁でででで
ああああっっっったたたた。。。。ゼゼゼゼロではないロではないロではないロではない知事知事知事知事裁量裁量裁量裁量はどこにはどこにはどこにはどこに、、、、どのどのどのどのよよよようにうにうにうに行行行行使使使使されたかされたかされたかされたか。。。。

ｳｳｳｳ そそそそももももそそそそもももも埋立埋立埋立埋立権限権限権限権限がががが知事知事知事知事にあることのにあることのにあることのにあることの意意意意味味味味はははは何何何何かかかか。。。。

3333 医療医療医療医療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)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院のののの医師医師医師医師不不不不足足足足のののの現現現現状状状状をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 医師医師医師医師確保対策確保対策確保対策確保対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医師医師医師医師確保関確保関確保関確保関連連連連事事事事業業業業のののの直直直直近近近近３３３３年間年間年間年間のののの予予予予算算算算はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｲｲｲｲ 予予予予算算算算とととと医師医師医師医師確保確保確保確保のののの費用費用費用費用対効対効対効対効果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 琉球琉球琉球琉球大大大大学学学学へへへへはははは、、、、直直直直近近近近３３３３年間年間年間年間幾幾幾幾らららら投投投投じじじじているかているかているかているか、、、、このこのこのこの３３３３年間年間年間年間のののの医師医師医師医師派派派派遣数遣数遣数遣数はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島・・・・僻僻僻僻地地地地医療体医療体医療体医療体制制制制についてについてについてについて
　　　　医師医師医師医師やややや看看看看護護護護師師師師のののの研修研修研修研修やややや休暇休暇休暇休暇をををを保保保保障障障障することはすることはすることはすることは、、、、人人人人材材材材確保確保確保確保のののの上上上上からもからもからもからも重重重重要要要要であるであるであるである。。。。

ｱｱｱｱ ドドドドククククタタタタープーープーープーープールルルル事事事事業業業業のののの活活活活用用用用状状状状況況況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問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 代代代代替看替看替看替看護護護護師師師師派派派派遣遣遣遣事事事事業業業業のののの活活活活用用用用状状状状況況況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問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 県立県立県立県立八重山病院改築八重山病院改築八重山病院改築八重山病院改築についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 進捗状進捗状進捗状進捗状況況況況についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 建建建建築築築築費費費費のののの高高高高騰騰騰騰がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか。。。。

ｳｳｳｳ アジアアジアアジアアジアのののの玄玄玄玄関関関関であるであるであるである八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの位置位置位置位置づけづけづけづけはどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((5555)))) 重粒子線重粒子線重粒子線重粒子線治治治治療療療療についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事事事事業業業業計計計計画画画画ににににおけおけおけおけるるるる患患患患者者者者数数数数のののの予測予測予測予測とととと集集集集患患患患予測予測予測予測はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 事事事事業業業業のののの採算採算採算採算性性性性はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 人人人人材材材材確保確保確保確保のののの見見見見通通通通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。
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4444 子子子子どもどもどもども・・・・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援新制新制新制新制度度度度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、、、、毎毎毎毎年年年年7000700070007000億円億円億円億円のののの財源財源財源財源をををを投投投投じじじじるとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、本本本本県県県県のののの財源財源財源財源確保確保確保確保にににに向向向向けけけけたたたた考考考考えをえをえをえを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 新制新制新制新制度度度度についてについてについてについて本本本本県県県県のののの基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方、、、、指針指針指針指針をををを問問問問うううう。。。。

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)))) 学校現場学校現場学校現場学校現場でででで起起起起きるきるきるきる事事事事故故故故についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学校現場学校現場学校現場学校現場のののの事事事事故故故故はははは年間年間年間年間どれどれどれどれぐぐぐぐらいからいからいからいか。。。。

ｲｲｲｲ 事事事事故故故故にににによよよよりりりり後後後後遺症遺症遺症遺症がががが残残残残るるるる件件件件数数数数はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 事事事事故発生故発生故発生故発生ににににおけおけおけおけるるるる対応対応対応対応、、、、対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 医療医療医療医療・・・・治治治治療療療療のののの保保保保険険険険適適適適用用用用はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減減減減少症少症少症少症についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 実実実実態態態態はははは把握把握把握把握されているかされているかされているかされているか。。。。

ｲｲｲｲ 救済救済救済救済策策策策はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。
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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30303030    日日日日((((火火火火))))

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 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 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についてについてについてについて

((((1111)))) 名護市議会議名護市議会議名護市議会議名護市議会議員員員員選挙選挙選挙選挙ではではではでは、、、、新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに反対反対反対反対するするするする議議議議員員員員がががが過過過過半数半数半数半数をををを占占占占めめめめ、、、、名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙
にににに続続続続きききき新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対のののの民意民意民意民意をををを示示示示ししししまままましたしたしたした。。。。ママママススススココココミミミミがががが行行行行っっっったたたた県内県内県内県内世論世論世論世論調調調調査査査査でもでもでもでも、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古
のののの移設移設移設移設作業作業作業作業中中中中止止止止がががが80808080....2222％％％％、、、、安倍政安倍政安倍政安倍政権権権権不不不不支支支支持持持持率率率率がががが81818181....5555％％％％、、、、知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに対対対対するするするする批判批判批判批判
がががが74747474％％％％、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの無無無無条条条条件閉鎖件閉鎖件閉鎖件閉鎖、、、、撤撤撤撤去去去去とととと県外国外移設県外国外移設県外国外移設県外国外移設でででで77779999....1111％％％％、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設支支支支持持持持はははは
10101010％％％％しかありしかありしかありしかありませませませませんんんん。。。。知事知事知事知事はははは県民県民県民県民のののの圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的なななな民意民意民意民意をををを無無無無視視視視するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認
をををを取取取取りりりり消消消消すべきではありすべきではありすべきではありすべきではありませませませませんんんんかかかか。。。。

((((2222)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事がががが辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したことにしたことにしたことにしたことによよよよりりりり、、、、安倍政安倍政安倍政安倍政権権権権はははは辺野古辺野古辺野古辺野古のののの埋立埋立埋立埋立予予予予定地定地定地定地、、、、
約約約約561561561561へクへクへクへクタタタターーーールルルルをををを立立立立入禁止入禁止入禁止入禁止のののの「「「「臨臨臨臨時制時制時制時制限区限区限区限区域域域域」」」」にしにしにしにし、、、、強制的強制的強制的強制的にににに反対反対反対反対運運運運動動動動をををを排除排除排除排除、、、、弾圧弾圧弾圧弾圧
しししし、、、、海海海海底底底底ボボボボーーーーリンリンリンリンググググ調調調調査査査査などなどなどなど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工事工事工事工事をををを着着着着工工工工したことはしたことはしたことはしたことは断断断断じじじじてててて許許許許せませせませせませせませ
んんんん。。。。これはこれはこれはこれは60606060年年年年前前前前、、、、米軍米軍米軍米軍占領占領占領占領下下下下のもとのもとのもとのもと銃剣銃剣銃剣銃剣とブとブとブとブルルルルーーーードドドドーーーーザザザザーでーでーでーで県民県民県民県民のののの土土土土地地地地をををを強強強強奪奪奪奪してしてしてして基基基基
地地地地をつをつをつをつくくくくりあげたりあげたりあげたりあげた、、、、民民民民主主主主主主主主義義義義をををを否定否定否定否定するするするする蛮蛮蛮蛮行行行行ではありではありではありではありませませませませんんんんかかかか。。。。知事知事知事知事はこのはこのはこのはこの事事事事態態態態をををを容容容容認認認認すすすす
るのですかるのですかるのですかるのですか。。。。工事中工事中工事中工事中止止止止をををを要求要求要求要求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)))) 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの埋立設計埋立設計埋立設計埋立設計概概概概要変更要変更要変更要変更をををを県県県県にににに提出提出提出提出しているしているしているしている。。。。県県県県はははは変更内変更内変更内変更内容容容容とととと
そそそそのののの理由理由理由理由をををを県民県民県民県民にににに明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、広広広広くくくく県民県民県民県民のののの意見意見意見意見をををを求求求求めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、承認承認承認承認判判判判断断断断はははは、、、、知事選知事選知事選知事選後後後後
になされるべきですになされるべきですになされるべきですになされるべきです。。。。

((((4444)))) 在沖在沖在沖在沖米軍米軍米軍米軍トトトトッッッップのプのプのプのウィウィウィウィススススララララーーーー４４４４軍調整官軍調整官軍調整官軍調整官はははは５５５５年年年年以以以以内内内内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止のののの実効性実効性実効性実効性はははは不不不不可可可可能能能能だだだだとととと明明明明
言言言言しているしているしているしている。。。。菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官もももも５５５５年年年年以以以以内内内内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止のののの具具具具体体体体策策策策はははは何何何何もももも示示示示していないしていないしていないしていない。。。。担保担保担保担保措措措措置置置置
はあるのですかはあるのですかはあるのですかはあるのですか。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは即即即即時時時時無無無無条条条条件件件件撤撤撤撤去去去去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。。。。

((((5555)))) 米軍米軍米軍米軍のののの高高高高速輸送速輸送速輸送速輸送船船船船ややややMVMVMVMV22222222オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの配備計配備計配備計配備計画画画画がががが2002002002009999年年年年のののの段階段階段階段階でででで、、、、既既既既にににに日日日日本本本本政府政府政府政府はははは
知知知知りながらりながらりながらりながら隠隠隠隠していたことがしていたことがしていたことがしていたことが明明明明らかにならかにならかにならかになっっっっているているているている。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古につにつにつにつくくくくられるられるられるられる新基地新基地新基地新基地はははは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ100100100100機機機機がががが常常常常駐駐駐駐可可可可能能能能ななななＶＶＶＶ字滑走路字滑走路字滑走路字滑走路やややや強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦、、、、
高高高高速輸送速輸送速輸送速輸送船船船船がががが接接接接岸岸岸岸できるできるできるできる軍港軍港軍港軍港機機機機能能能能つきつきつきつき、、、、米米米米海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの一一一一大拠点基地大拠点基地大拠点基地大拠点基地となるのではないかとなるのではないかとなるのではないかとなるのではないか。。。。
耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数200200200200年年年年のこののこののこののこの基地基地基地基地はははは「「「「基地基地基地基地のののの固固固固定定定定化化化化永久永久永久永久化化化化」」」」になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか。。。。

2222 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ夜夜夜夜間間間間訓練訓練訓練訓練についてについてについてについて
　　　　米軍米軍米軍米軍普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地ののののMVMVMVMV22222222オスプレイなどオスプレイなどオスプレイなどオスプレイなど米軍米軍米軍米軍機機機機がががが８８８８月月月月下下下下旬旬旬旬以以以以降降降降、、、、日日日日米米米米間間間間のののの航航航航空機空機空機空機騒音騒音騒音騒音規規規規
制制制制でででで運用運用運用運用がががが制制制制限限限限されるされるされるされる午午午午後後後後10101010時時時時以以以以降降降降のののの飛飛飛飛行行行行をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、夜夜夜夜間間間間にもにもにもにも80808080からからからから99990000デシベルデシベルデシベルデシベルをををを超超超超えるえるえるえる
騒音騒音騒音騒音にににに周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民からからからから怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声がががが上上上上ががががっっっっていていていていまままますすすす。。。。オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの夜夜夜夜間間間間訓練訓練訓練訓練をををを直直直直ちちちちにににに中中中中止止止止しししし、、、、撤撤撤撤
去去去去をををを要求要求要求要求せよせよせよせよ。。。。

3333 ハリアハリアハリアハリアーーーー機機機機、、、、FFFF15151515戦闘戦闘戦闘戦闘機事機事機事機事故故故故についてについてについてについて

((((1111)))) ４４４４日日日日午午午午後後後後、、、、米米米米海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊ののののＡＶＡＶＡＶＡＶ８８８８ＢＢＢＢハリアハリアハリアハリアーーーー攻撃攻撃攻撃攻撃機機機機がががが米軍米軍米軍米軍嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地にににに緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸しししし、、、、機機機機体体体体からからからから
出出出出火火火火ししししまままましたしたしたした。。。。嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納ではではではではＦＦＦＦ15151515戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機がががが離離離離陸直陸直陸直陸直前前前前にににに白白白白煙煙煙煙をををを上上上上げてげてげてげて緊急緊急緊急緊急停止停止停止停止するするするする事事事事故故故故がががが発発発発
生生生生したしたしたした。。。。「「「「民間地民間地民間地民間地にににに落落落落ちちちちていれていれていれていればばばば大大大大惨惨惨惨事事事事」「」「」「」「たびたびたびたびたびたびたびたび事事事事故故故故をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてしておおおおりりりり、、、、重重重重大事大事大事大事態態態態だだだだ」」」」とととと
県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りとりとりとりと不不不不安安安安のののの声声声声がががが上上上上ががががっっっっているているているている。。。。事事事事故故故故をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すすすすハリアハリアハリアハリアーーーー攻撃攻撃攻撃攻撃機機機機ととととＦＦＦＦ15151515戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機はははは撤撤撤撤
去去去去をををを要求要求要求要求すべきではありすべきではありすべきではありすべきではありませませませませんんんんかかかか。。。。

((((2222)))) さらにさらにさらにさらに、、、、ハリアハリアハリアハリアーーーー戦闘攻撃戦闘攻撃戦闘攻撃戦闘攻撃機機機機にににに非非非非人道人道人道人道的的的的兵兵兵兵器器器器としてとしてとしてとして国国国国連連連連がががが製造製造製造製造とととと使用禁止使用禁止使用禁止使用禁止をををを決決決決定定定定したしたしたしたナナナナ
パパパパーーーームムムム弾弾弾弾のののの改良型焼夷弾改良型焼夷弾改良型焼夷弾改良型焼夷弾ＭＭＭＭＫＫＫＫ77777777をををを沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海上海上海上海上でででで使用使用使用使用したとしたとしたとしたと見見見見られているられているられているられている。。。。県県県県はははは米米米米側側側側にににに事事事事
実実実実究究究究明明明明をををを行行行行いいいい、、、、訓練訓練訓練訓練をををを中中中中止止止止ささささせせせせるべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか。。。。

4444 カジノカジノカジノカジノについてについてについてについて
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((((1111)))) 安倍政安倍政安倍政安倍政権権権権はははは、、、、刑刑刑刑法法法法でででで禁止禁止禁止禁止されているされているされているされているカジノカジノカジノカジノのののの合合合合法法法法化化化化法法法法案案案案をををを秋秋秋秋のののの臨臨臨臨時国会時国会時国会時国会でのでのでのでの成成成成立立立立をををを狙狙狙狙っっっっ
ていていていていまままますすすす。。。。断断断断じじじじてててて容容容容認認認認できできできできませませませませんんんん。。。。カジノカジノカジノカジノはははは、、、、ギギギギャンャンャンャンブブブブルルルル依存症依存症依存症依存症のののの増加増加増加増加やややや青少青少青少青少年年年年へへへへのののの悪影悪影悪影悪影
響響響響、、、、地域地域地域地域経済経済経済経済のののの崩壊崩壊崩壊崩壊等等等等深刻深刻深刻深刻なななな弊弊弊弊害害害害をもたらすことがをもたらすことがをもたらすことがをもたらすことが明明明明らかにならかにならかにならかになっっっっていていていていまままますすすす。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事
はははは、、、、安倍政安倍政安倍政安倍政権権権権ににににカジノカジノカジノカジノ誘致誘致誘致誘致をををを要請要請要請要請しているがしているがしているがしているが、、、、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にもにもにもにも反反反反するするするするカジノカジノカジノカジノ誘致誘致誘致誘致をををを撤撤撤撤
回回回回すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((2222)))) 日日日日本本本本とととと沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内ののののギギギギャンャンャンャンブブブブルルルル依存症依存症依存症依存症のののの実実実実態態態態についてについてについてについて明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにしてくだくだくだくださいさいさいさい。。。。

5555 消消消消費費費費税税税税についてについてについてについて
　安倍政　安倍政　安倍政　安倍政権権権権はははは４４４４月月月月からからからから消消消消費費費費税税税税８８８８％％％％へへへへのののの引引引引きききき上上上上げをげをげをげを強行強行強行強行ししししまままましたしたしたした。。。。消消消消費費費費税税税税のののの負担負担負担負担増増増増でででで、、、、４４４４月月月月からからからから
６６６６月月月月期期期期のののの国内国内国内国内総総総総生生生生産産産産（（（（ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ））））統統統統計計計計でででで、、、、個個個個人人人人消消消消費費費費がががが大大大大幅幅幅幅にににに落落落落ちちちち込込込込みみみみ、、、、年年年年率率率率換換換換算算算算ででででママママイイイイナナナナスススス
7777....1111％％％％になりになりになりになり、、、、勤労勤労勤労勤労者者者者のののの実質実質実質実質賃賃賃賃金金金金がががが４４４４月月月月、、、、５５５５月月月月、、、、６６６６月月月月とととと前前前前年年年年比比比比ででででママママイイイイナナナナスススス３３３３％％％％以以以以上上上上もももも減減減減りりりりまままましたしたしたした。。。。
中中中中小小小小企企企企業業業業はははは、、、、消消消消費費費費税税税税をををを価格価格価格価格にににに転嫁転嫁転嫁転嫁できできできできずずずず、、、、廃廃廃廃業業業業するするするする業業業業者者者者もももも続続続続出出出出しししし、、、、地域地域地域地域経済経済経済経済のののの悪悪悪悪循循循循環環環環がががが加加加加
速速速速していしていしていしていまままますすすす。。。。

((((1111)))) 消消消消費費費費税税税税８８８８％％％％引引引引きききき上上上上げにげにげにげによよよよるるるる、、、、県民県民県民県民のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、県内県内県内県内経済経済経済経済へへへへのののの影響影響影響影響はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。

((((2222)))) ここここんんんんなななな経済経済経済経済情情情情勢勢勢勢のもとでののもとでののもとでののもとでの来年来年来年来年10101010月月月月のののの消消消消費費費費税税税税10101010％％％％引引引引きききき上上上上げはげはげはげは、、、、県民県民県民県民のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、営営営営業業業業にににに大大大大
きなきなきなきな打打打打撃撃撃撃をををを与与与与えることになるえることになるえることになるえることになる。。。。中中中中止止止止をををを要求要求要求要求すべきではありすべきではありすべきではありすべきではありませませませませんんんんかかかか。。。。

6666 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ（（（（環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋連携協連携協連携協連携協定定定定））））についてについてについてについて
　　　　ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰはははは例例例例外外外外なきなきなきなき関関関関税撤税撤税撤税撤廃廃廃廃をををを初初初初めとしためとしためとしためとした新新新新たなたなたなたな貿易貿易貿易貿易体体体体制制制制をををを目目目目指指指指すものでありすものでありすものでありすものであり、、、、関関関関税撤税撤税撤税撤廃廃廃廃はははは、、、、
沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ののののササササトトトトウキウキウキウキビビビビをををを初初初初めめめめ、、、、重重重重要要要要農農農農水水水水産産産産物物物物にににに壊壊壊壊滅滅滅滅的的的的なななな打打打打撃撃撃撃をををを与与与与ええええ、、、、食食食食のののの安全安全安全安全、、、、医療医療医療医療、、、、保保保保険険険険、、、、
公公公公共共共共事事事事業業業業等等等等、、、、国民国民国民国民生生生生活活活活のあらのあらのあらのあらゆゆゆゆるるるる分野分野分野分野にににに甚甚甚甚大大大大なななな影響影響影響影響をもたらすことになるをもたらすことになるをもたらすことになるをもたらすことになる。。。。ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰからのからのからのからの即即即即時時時時
撤撤撤撤退退退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。。。。

7777 就就就就学学学学支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 生生生生活活活活保護保護保護保護世世世世帯帯帯帯のののの児児児児童童童童・・・・生生生生徒徒徒徒へへへへのののの学学学学習習習習支援支援支援支援事事事事業業業業がががが、、、、国国国国のののの制制制制度度度度変更変更変更変更でででで来年来年来年来年度度度度からからからから補補補補助助助助率率率率がががが
全全全全額補額補額補額補助助助助からからからから２２２２分分分分のののの１１１１補補補補助助助助にににに引引引引きききき下下下下げられげられげられげられ、、、、事事事事業業業業維持維持維持維持がががが困難困難困難困難になるとのになるとのになるとのになるとの悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴のののの声声声声がががが上上上上ががががっっっっ
ていていていていまままますすすす。。。。「「「「生生生生活活活活困困困困窮窮窮窮者者者者支援支援支援支援法法法法」」」」にににによよよよるるるる国国国国のののの補補補補助助助助率率率率についてについてについてについて、、、、100100100100％％％％支支支支給給給給をををを実実実実施施施施するするするするよよよようううう要要要要
求求求求することすることすることすること。。。。

((((2222)))) 来年来年来年来年度以度以度以度以降降降降もももも継継継継続続続続実実実実施施施施ができるができるができるができるよよよようううう、、、、県県県県独自独自独自独自のののの支援支援支援支援策策策策をををを講講講講ずずずずることることることること。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内のののの学学学学習習習習支援支援支援支援事事事事業業業業のののの実実実実施施施施状状状状況況況況はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。

((((4444)))) 県県県県のののの子子子子育育育育てててて総総総総合合合合支援支援支援支援モモモモデルデルデルデル事事事事業業業業のののの実実実実施施施施状状状状況況況況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ままますすすす。。。。

((((5555)))) 全市町村全市町村全市町村全市町村でででで実実実実施施施施することについてすることについてすることについてすることについて、、、、県県県県のののの具具具具体体体体的的的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いいいまままますすすす。。。。

8888 子子子子供供供供のののの医療医療医療医療費費費費助助助助成成成成制制制制度度度度についてについてについてについて
　　　　子子子子供供供供のののの医療医療医療医療費無費無費無費無料料料料化化化化をををを通院通院通院通院についてもについてもについてもについても中中中中学校学校学校学校卒卒卒卒業業業業ままままでででで無無無無料料料料にしにしにしにし、、、、窓口払窓口払窓口払窓口払いのないいのないいのないいのない現物現物現物現物給給給給
付付付付にすることにすることにすることにすること。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表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30303030    日日日日((((火火火火))))

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 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)))) キャンキャンキャンキャンププププ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧（（（（西西西西普天間普天間普天間普天間住住住住宅宅宅宅地地地地区区区区））））のののの返還返還返還返還問問問問題題題題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 支障支障支障支障除除除除去去去去のののの計計計計画画画画とととと進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用計計計計画画画画についてについてについてについて

((((2222)))) 辺野古新基地建設工事辺野古新基地建設工事辺野古新基地建設工事辺野古新基地建設工事についてについてについてについて
　　　　環境環境環境環境監監監監視等委視等委視等委視等委員員員員会会会会のののの役役役役割割割割ととととそそそそのののの環境環境環境環境保全対策保全対策保全対策保全対策やややや県県県県のかかのかかのかかのかかわわわわりについてりについてりについてりについて

((((3333)))) オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの飛飛飛飛行行行行訓練訓練訓練訓練についてについてについてについて
　普天間基地　普天間基地　普天間基地　普天間基地周周周周辺辺辺辺やややや県内県内県内県内訓練訓練訓練訓練のののの飛飛飛飛行行行行経路経路経路経路やややや時間時間時間時間帯帯帯帯についてについてについてについて実実実実態態態態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 災害災害災害災害対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風８８８８号号号号のののの被害被害被害被害状状状状況況況況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。。。。

((((2222)))) 土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害避避避避難難難難指指指指定定定定区区区区域域域域とととと避避避避難所難所難所難所のののの整整整整備備備備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 観光観光観光観光行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県産産産産食食食食材材材材のののの使用使用使用使用推推推推進進進進のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((2222)))) 満満満満足足足足度調度調度調度調査査査査についてについてについてについて

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表質問表質問表質問表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30303030    日日日日((((火火火火))))

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 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（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)))) 政府政府政府政府はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てのためのてのためのてのためのてのためのボボボボーーーーリンリンリンリンググググ調調調調査査査査をををを強行強行強行強行したしたしたした。。。。強行強行強行強行のののの根拠根拠根拠根拠にににに「「「「仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事からのからのからのからの
埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認」」」」をををを唯唯唯唯一一一一のののの根拠根拠根拠根拠にしているにしているにしているにしている。。。。知事知事知事知事のののの責任責任責任責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。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは常常常常にににに「「「「丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説説説説明明明明しししし、、、、県民県民県民県民のののの理理理理解解解解をををを得得得得られるられるられるられるよよよようにするうにするうにするうにする」」」」とととと述述述述べべべべ、、、、知事知事知事知事はははは、、、、「「「「地元地元地元地元のののの
理理理理解解解解がががが得得得得られないられないられないられない移設移設移設移設案案案案はははは事実上事実上事実上事実上不不不不可可可可能能能能」」」」とととと言言言言っっっっていたていたていたていた。。。。７７７７月月月月１１１１日日日日からからからからボボボボーーーーリンリンリンリンググググ調調調調査査査査などなどなどなど
をををを強行強行強行強行しているがしているがしているがしているが、、、、政府政府政府政府はははは県民県民県民県民にににに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説説説説明明明明しししし、、、、県民県民県民県民のののの理理理理解解解解がががが得得得得られたられたられたられた上上上上でででで行行行行っっっっているているているている
のかのかのかのか、、、、ままままたたたた、、、、知事知事知事知事はははは県民県民県民県民のののの理理理理解解解解がががが得得得得られたとられたとられたとられたと認識認識認識認識しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。県知事県知事県知事県知事のののの見解見解見解見解とととと今今今今後後後後のののの対対対対
応応応応をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは「「「「早早早早めにめにめにめに進進進進めためためためたほほほほうがいいうがいいうがいいうがいい」」」」とととと記記記記者会見者会見者会見者会見でででで述述述述べたとべたとべたとべたと報道報道報道報道されされされされ、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの辺野古辺野古辺野古辺野古
移設移設移設移設容容容容認認認認からからからから推推推推進進進進のののの立立立立場場場場にににに転転転転じじじじたがたがたがたが、、、、４４４４年年年年前前前前にににに「「「「普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行行行行場場場場はははは県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」をををを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲
げたがげたがげたがげたが、、、、そそそそれをれをれをれを信信信信じじじじたたたた県民県民県民県民をををを裏切裏切裏切裏切っっっったことになるたことになるたことになるたことになる。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 米軍米軍米軍米軍はははは、、、、「「「「耐耐耐耐用用用用年年年年数数数数200200200200年年年年のののの基地基地基地基地」」」」をををを要求要求要求要求しているしているしているしている。。。。一一一一旦旦旦旦埋埋埋埋めめめめ立立立立てててててててて新基地新基地新基地新基地をつをつをつをつくっくっくっくったらたらたらたら、、、、
永久永久永久永久的的的的なななな基地基地基地基地になるというになるというになるというになるという認識認識認識認識がががが欠欠欠欠如如如如しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないか。。。。

((((5555)))) ＫＣＫＣＫＣＫＣ130130130130がががが岩国岩国岩国岩国にににに移移移移転転転転してしてしてして負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減というがというがというがというが、、、、実実実実態態態態はははは普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに飛飛飛飛来来来来しているししているししているししているし、、、、オスオスオスオス
プレイのプレイのプレイのプレイの夜夜夜夜間間間間訓練訓練訓練訓練がががが行行行行わわわわれているしれているしれているしれているし県民県民県民県民だまだまだまだましではないかしではないかしではないかしではないか。。。。

((((6666)))) アアアアメメメメリカリカリカリカがががが1111999972727272年年年年のののの復帰復帰復帰復帰時時時時にににに在沖海在沖海在沖海在沖海兵隊兵隊兵隊兵隊をををを撤撤撤撤収収収収しししし米本米本米本米本国国国国へへへへのののの統統統統合合合合をををを模模模模索索索索していたがしていたがしていたがしていたが日日日日本本本本
政府政府政府政府がががが引引引引きとめていたことがオーストきとめていたことがオーストきとめていたことがオーストきとめていたことがオーストラリアラリアラリアラリアのののの外交外交外交外交文文文文書書書書でででで明明明明らかにならかにならかにならかになっっっったたたた。。。。ままままたたたた、、、、最最最最近近近近でででで
はははは、、、、99995555年年年年のののの海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊員員員員３３３３人人人人にににによよよよるるるる少少少少女女女女暴行事件暴行事件暴行事件暴行事件にににに端端端端をををを発発発発したしたしたした県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りのりのりのりの前前前前にににに、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカはははは
普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの米本米本米本米本国国国国へへへへのののの撤撤撤撤退退退退、、、、在沖在沖在沖在沖米軍米軍米軍米軍のののの大大大大幅幅幅幅縮縮縮縮小小小小をををを考考考考えていたがえていたがえていたがえていたが、、、、日日日日本本本本政府政府政府政府ががががそそそそれれれれ
をををを引引引引きとめたことがきとめたことがきとめたことがきとめたことが、、、、当当当当時時時時ののののモモモモンンンンデデデデーーーールルルル駐日大駐日大駐日大駐日大使使使使のののの回回回回顧顧顧顧でででで明明明明らかにならかにならかにならかになっっっったたたた。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを問問問問
うううう。。。。

((((7777)))) これこれこれこれままままでのでのでのでの事実事実事実事実をををを見見見見れれれればばばば日日日日本本本本政府政府政府政府はははは負担負担負担負担ばばばばかりかりかりかり押押押押しつしつしつしつけけけけ、、、、さらにさらにさらにさらに新新新新たなたなたなたな基地建設基地建設基地建設基地建設のののの強行強行強行強行
でででで負担負担負担負担をををを押押押押しつしつしつしつけけけけているのではないかているのではないかているのではないかているのではないか。。。。沖縄基地負担軽減担沖縄基地負担軽減担沖縄基地負担軽減担沖縄基地負担軽減担当当当当大大大大臣臣臣臣というというというという名名名名のののの大大大大臣臣臣臣をををを任任任任
命命命命したとのことしたとのことしたとのことしたとのことだだだだがががが、、、、事実事実事実事実をををを無無無無視視視視しししし、、、、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はないかするものではないかするものではないかするものではないか。。。。

((((8888)))) 海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの撤撤撤撤去去去去、、、、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・・・・撤撤撤撤去去去去ははははアアアアメメメメリカリカリカリカもももも検討検討検討検討していたことでありしていたことでありしていたことでありしていたことであり、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設
がながながながなけけけけれれれればばばば普天間普天間普天間普天間のののの固固固固定定定定化化化化だだだだというというというという日日日日本本本本政府政府政府政府ののののおおおおどしはどしはどしはどしはままままやかしであるやかしであるやかしであるやかしである。。。。正正正正面面面面からからからから閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・
撤撤撤撤去去去去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。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((9999)))) 尖尖尖尖閣閣閣閣諸諸諸諸島島島島問問問問題題題題はははは、、、、平和平和平和平和的的的的なななな話話話話しししし合合合合いにいにいにいによよよよるるるる外交外交外交外交努努努努力力力力にににによよよよるるるる解解解解決決決決をををを求求求求めるべきめるべきめるべきめるべきだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、
知事知事知事知事のののの最最最最近近近近のののの発言発言発言発言はははは、、、、軍軍軍軍事的力事的力事的力事的力にににによよよよるるるる解解解解決決決決をををを求求求求めているめているめているめているよよよようにうにうにうに思思思思えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((10101010))))21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンンンンではではではでは「「「「基地基地基地基地のないのないのないのない沖縄沖縄沖縄沖縄をめをめをめをめざざざざすすすす」」」」とととと明明明明記記記記されているがされているがされているがされているが、、、、そそそそのののの記記記記述述述述がががが挿挿挿挿入入入入されされされされ
たたたた経経経経緯緯緯緯とととと認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済についてについてについてについて

((((1111)))) 県民県民県民県民総総総総所所所所得得得得にににに占占占占めるめるめるめる米軍米軍米軍米軍基地関基地関基地関基地関連連連連収収収収入入入入のののの割合割合割合割合についてについてについてについて、、、、戦戦戦戦後後後後、、、、復帰復帰復帰復帰時時時時、、、、現現現現時点時点時点時点のののの推推推推移移移移
をををを伺伺伺伺うううう。。。。米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの発発発発展展展展及及及及びびびび沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済発発発発展展展展のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因であるであるであるである。。。。基地基地基地基地をなをなをなをなくくくくしてこしてこしてこしてこ
そそそそ沖縄沖縄沖縄沖縄はははは発発発発展展展展するとするとするとすると思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 人人人人口口口口１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの国国国国庫庫庫庫支支支支出出出出金金金金、、、、地地地地方方方方交交交交付付付付税税税税のののの合合合合計計計計額額額額についてについてについてについて沖縄沖縄沖縄沖縄はははは何位何位何位何位かかかか。。。。１１１１位位位位からからからから沖沖沖沖
縄縄縄縄のののの順位順位順位順位ままままでのでのでのでの額額額額とととと県名県名県名県名をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの貧貧貧貧困困困困とととと格差格差格差格差のののの広広広広がりはがりはがりはがりは深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。
　　　　正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用とととと非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの割合割合割合割合、、、、１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの県民県民県民県民所所所所得得得得、、、、年年年年収収収収200200200200万万万万円円円円未満未満未満未満とととと150150150150万万万万円円円円未未未未
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満満満満のののの県民県民県民県民のののの割合割合割合割合についてについてについてについて、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ10101010年年年年前前前前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、全国全国全国全国平均平均平均平均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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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)))) 学校学校学校学校でのでのでのでの児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒のののの事事事事故故故故のののの実実実実態態態態とととと対応及対応及対応及対応及びびびび学校学校学校学校安全保安全保安全保安全保険険険険適適適適用用用用とととと適適適適用用用用外外外外のののの状状状状況況況況についてについてについてについて

((((2222)))) 学校学校学校学校でのでのでのでの事事事事故故故故でででで脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減減減減少症少症少症少症をををを患患患患っっっったたたた児児児児童童童童、、、、保護者保護者保護者保護者のののの救済救済救済救済をををを求求求求めるめるめるめる要要要要望望望望書書書書がががが出出出出されされされされ
ているがているがているがているが、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても支援支援支援支援をををを速速速速やかにやかにやかにやかに行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。

((((3333)))) 学校学校学校学校でのでのでのでの事事事事故故故故についてはについてはについてはについては全全全全てててて、、、、学校学校学校学校安全保安全保安全保安全保険険険険、、、、医療医療医療医療保保保保険険険険、、、、県県県県のののの医療医療医療医療費無費無費無費無料料料料化化化化制制制制度度度度のののの対対対対
象象象象になるになるになるになるよよよようにうにうにうに県県県県としてとしてとしてとして対応対応対応対応すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((4444)))) 前前前前議会議会議会議会でででで、、、、教教教教室室室室不不不不足足足足のためのためのためのため30303030人学人学人学人学級級級級制制制制度度度度がががが適適適適用用用用されていないされていないされていないされていない学校学校学校学校についてはについてはについてはについては、、、、そそそそのののの分分分分
のののの教教教教員員員員をををを配置配置配置配置すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、２２２２学期学期学期学期からからからから配置配置配置配置してしてしてして、、、、教教教教員員員員のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減、、、、児児児児童童童童のののの学学学学習習習習支援支援支援支援、、、、
不不不不平平平平等等等等のののの解解解解消消消消にににに取取取取りりりり組組組組むよむよむよむようにうにうにうに求求求求めたがめたがめたがめたがそそそそのののの後後後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。。。。まだまだまだまだであれであれであれであればばばば直直直直ちちちちにににに実実実実施施施施
すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

4444 我我我我がががが党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表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30303030    日日日日((((火火火火))))

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 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（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
    英英英英国国国国からのからのからのからの独独独独立立立立のののの賛賛賛賛否否否否をををを問問問問うスうスうスうスコッコッコッコットトトトランランランランドドドドのののの住住住住民民民民投投投投票票票票がががが行行行行わわわわれれれれまままましたしたしたした。。。。

((((1111)))) 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にににに80808080％％％％以以以以上上上上のののの県民県民県民県民がががが反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。もしこのもしこのもしこのもしこのまままままままま建設建設建設建設がががが強行強行強行強行されたされたされたされた場場場場
合合合合、、、、県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りはりはりはりは独独独独立立立立論論論論へへへへ向向向向かうかうかうかう可可可可能能能能性性性性があるとがあるとがあるとがある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)))) 昭和昭和昭和昭和天天天天皇皇皇皇のののの戦戦戦戦争争争争責任責任責任責任とととと米米米米国国国国にににによよよよるるるる沖縄沖縄沖縄沖縄のののの分分分分割割割割、、、、軍軍軍軍事事事事占領占領占領占領をををを望望望望みみみみ、、、、現現現現在在在在のののの過過過過重重重重なななな米軍米軍米軍米軍基基基基
地負担地負担地負担地負担につながにつながにつながにつながっっっったたたた「「「「天天天天皇皇皇皇メメメメッセッセッセッセーーーージジジジ」」」」についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地へへへへのののの航航航航空機空機空機空機のののの離発離発離発離発着着着着回回回回数数数数がががが激激激激増増増増しししし、、、、事事事事故故故故がががが多発多発多発多発しているしているしているしている。。。。騒音騒音騒音騒音ももももひひひひどどどどくくくくななななっっっっ
てててておおおおりりりり、、、、知事知事知事知事がががが何何何何度度度度もももも再発再発再発再発防防防防止止止止等等等等をををを伝伝伝伝えてもえてもえてもえても無無無無視視視視されているされているされているされている。。。。県民県民県民県民のののの生命生命生命生命とととと暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを守守守守るるるる
ためにためにためにために、、、、基地基地基地基地のののの撤撤撤撤去去去去をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 国国国国際際際際交交交交流流流流についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「カンカンカンカンポポポポググググランランランランデデデデ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県人入人入人入人入植植植植100100100100周周周周年年年年記記記記念念念念式式式式典典典典」」」」ブブブブラジラジラジラジルルルル、、、、「「「「ココココロロロロニニニニアアアアオオオオキキキキナナナナワワワワ入入入入植植植植60606060周周周周
年年年年記記記記念念念念祭典祭典祭典祭典」」」」ボボボボリリリリビビビビアアアアについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はなはなはなはなぜぜぜぜ式式式式典典典典にににに参加参加参加参加されなかされなかされなかされなかっっっったのかたのかたのかたのか。。。。ままままたたたた通通通通信信信信技術技術技術技術がががが発発発発達達達達したしたしたした今日今日今日今日、、、、知事知事知事知事ののののメメメメッッッッ
セセセセーーーージジジジはははは直接直接直接直接テテテテレレレレビビビビ電電電電話話話話等等等等でででで伝伝伝伝えたえたえたえたほほほほうがうがうがうが現現現現地地地地のののの皆皆皆皆ささささんんんんへへへへのののの励励励励みみみみになるとになるとになるとになる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。。。。

ｲｲｲｲ ボボボボリリリリビビビビアアアアののののココココロロロロニニニニアアアアオオオオキキキキナナナナワワワワ移移移移住住住住地地地地へへへへのののの教教教教員員員員派派派派遣遣遣遣制制制制度度度度復復復復活活活活のののの経経経経緯緯緯緯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 現現現現地地地地でででで行行行行わわわわれたれたれたれた「「「「移移移移住住住住地地地地のののの教育教育教育教育をををを考考考考えるえるえるえる懇談懇談懇談懇談会会会会」」」」のののの概概概概要要要要とととと県県県県へへへへのののの意見意見意見意見、、、、要要要要望望望望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。。。。

ｴｴｴｴ 入入入入植植植植60606060周周周周年年年年でででで一一一一世世世世がががが高高高高齢齢齢齢化化化化してしてしてしておおおおりりりり、、、、福祉施福祉施福祉施福祉施設建設設建設設建設設建設へへへへのののの協協協協力力力力をををを県県県県にににに求求求求めていることのめていることのめていることのめていることの
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ ココココロロロロニニニニアアアア沖縄沖縄沖縄沖縄農農農農牧総牧総牧総牧総合協合協合協合協同同同同組合組合組合組合（Ｃ（Ｃ（Ｃ（ＣＡＩＡＩＡＩＡＩＣＣＣＣＯＯＯＯ））））のののの大大大大田田田田組合組合組合組合長長長長はははは提提提提携携携携できるできるできるできる県内県内県内県内企企企企業業業業のののの紹介紹介紹介紹介
をををを求求求求めているめているめているめている。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄平和賞平和賞平和賞平和賞についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄平和賞創平和賞創平和賞創平和賞創設設設設のののの意義意義意義意義とととと背景背景背景背景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 対対対対象象象象となるとなるとなるとなる活活活活動動動動・・・・選考選考選考選考方方方方法法法法とととと歴歴歴歴代代代代のののの受賞受賞受賞受賞者者者者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 平和賞平和賞平和賞平和賞のののの財源財源財源財源、、、、支援支援支援支援募募募募金金金金のののの状状状状況況況況とととと周周周周知知知知方方方方法法法法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 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 復帰復帰復帰復帰時点時点時点時点からからからから今日今日今日今日ままままでのでのでのでの観光産業観光産業観光産業観光産業がががが県県県県ののののＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰにににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合（（（（約約約約10101010年年年年ごごごごとととと））））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)))) 2001200120012001年年年年アアアアメメメメリカリカリカリカ本土本土本土本土でででで起起起起ここここっっっったたたた９９９９・・・・11111111同時同時同時同時多発多発多発多発テテテテロにロにロにロによっよっよっよってててて観光産業観光産業観光産業観光産業等沖縄等沖縄等沖縄等沖縄経済経済経済経済にににに与与与与えたえたえたえた
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)))) 2013201320132013年年年年度度度度のののの観光観光観光観光収収収収入入入入がががが過過過過去去去去最最最最高額高額高額高額をををを記記記記録録録録しししし、、、、１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの消消消消費額費額費額費額ももももふふふふえたえたえたえた要要要要因因因因をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 那覇空那覇空那覇空那覇空港港港港国国国国際際際際線線線線タタタターーーーミナルミナルミナルミナルにににに対対対対しししし利利利利用用用用者者者者やややや関関関関連連連連業業業業者者者者からからからからククククレーレーレーレームムムムがががが寄寄寄寄せせせせられたられたられたられた問問問問題題題題につにつにつにつ
いていていていてそそそそのののの後後後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。。。。

4444 離島離島離島離島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)))) 新新新新石石石石垣垣垣垣空空空空港港港港開開開開設設設設にににに伴伴伴伴うううう、、、、竹富竹富竹富竹富島島島島、、、、与与与与那国町那国町那国町那国町へへへへのののの経済経済経済経済波波波波及効及効及効及効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 与与与与那国那国那国那国ににににおけおけおけおけるるるる終終終終戦直戦直戦直戦直後後後後からからからから今日今日今日今日ままままでのでのでのでの人人人人口推口推口推口推移移移移（（（（10101010年年年年ごごごごとととと））））とととと人人人人口口口口減減減減のののの要要要要因因因因についてについてについてについて
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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 与与与与那国町那国町那国町那国町とととと台台台台湾湾湾湾とのとのとのとの交交交交流流流流のののの経経経経緯緯緯緯、、、、概概概概要要要要とととと現現現現状状状状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)))) 与与与与那国町那国町那国町那国町がががが日日日日本本本本政府政府政府政府にににに2005200520052005年年年年とととと2006200620062006年年年年にににに申請申請申請申請したしたしたした経済経済経済経済特特特特区指区指区指区指定定定定（（（（完完完完全全全全フフフフリリリリーーーーゾゾゾゾーーーーンンンン））））のののの
概概概概要要要要とととと県県県県、、、、国国国国のののの対応対応対応対応とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 土土土土木木木木建建建建築築築築行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風８８８８号号号号にににによよよよるるるる県県県県管理河川管理河川管理河川管理河川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫にににに伴伴伴伴うううう住住住住民民民民へへへへのののの被害被害被害被害状状状状況況況況とととと補償補償補償補償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。。。。

((((2222)))) 白白白白比比比比川河川川河川川河川川河川改修改修改修改修事事事事業業業業のののの進捗状進捗状進捗状進捗状況況況況とととと今今今今後後後後のスのスのスのスケケケケジジジジュュュューーーールルルル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 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表質問表質問表質問表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


