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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月25252525    日日日日((((木木木木))))

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 19191919分分分分 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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)))) 暫定和解案暫定和解案暫定和解案暫定和解案にににに知事前向知事前向知事前向知事前向きとのきとのきとのきとの報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、知事知事知事知事のののの思思思思いといといといと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望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)))) 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年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止とととと危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去のののの方策方策方策方策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの整理縮小整理縮小整理縮小整理縮小についてについてについてについて、、、、早期返還早期返還早期返還早期返還をををを求求求求めつつめつつめつつめつつ、、、、部分返還部分返還部分返還部分返還やややや共同使用共同使用共同使用共同使用もももも検討検討検討検討してしてしてして
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 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））））のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用におけるにおけるにおけるにおける国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国際医療拠点整備構想国際医療拠点整備構想国際医療拠点整備構想国際医療拠点整備構想、、、、イニシャルコストイニシャルコストイニシャルコストイニシャルコスト及及及及びランニングコストについてびランニングコストについてびランニングコストについてびランニングコストについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように試算試算試算試算
しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、財源財源財源財源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 国国国国、、、、県県県県、、、、宜野湾市及宜野湾市及宜野湾市及宜野湾市及びびびび地主会等地主会等地主会等地主会等とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成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)))) 中城港湾及中城港湾及中城港湾及中城港湾及びびびび本部港本部港本部港本部港へのクルーズへのクルーズへのクルーズへのクルーズ船受船受船受船受けけけけ入入入入れれれれ並並並並びにバースのびにバースのびにバースのびにバースの整備及整備及整備及整備及びびびび関連施設関連施設関連施設関連施設のののの整整整整
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。。。。

((((6666)))) 中城湾港及中城湾港及中城湾港及中城湾港及びびびび本部港本部港本部港本部港へのクルーズへのクルーズへのクルーズへのクルーズ船受船受船受船受けけけけ入入入入れのれのれのれの誘致活動及誘致活動及誘致活動及誘致活動及びびびび取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、県県県県はははは
どのようにかかわるかどのようにかかわるかどのようにかかわるかどのようにかかわるか。。。。

((((7777)))) 来年来年来年来年４４４４月月月月からからからから導入導入導入導入するするするする消費税消費税消費税消費税のののの軽減税率軽減税率軽減税率軽減税率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御見解御見解御見解御見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 復帰特別措置法復帰特別措置法復帰特別措置法復帰特別措置法にににに基基基基づくづくづくづく、、、、酒税軽減措置酒税軽減措置酒税軽減措置酒税軽減措置のののの延長延長延長延長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 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想のののの実現実現実現実現にはにはにはには、、、、人材人材人材人材のののの確保確保確保確保とととと育成育成育成育成がががが重要重要重要重要なななな課題課題課題課題であるとであるとであるとであると考考考考ええええ
るるるる。。。。よってよってよってよって、、、、人材人材人材人材のののの確保確保確保確保とととと育成育成育成育成へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光、、、、情報情報情報情報、、、、物流物流物流物流、、、、医療医療医療医療、、、、健康健康健康健康、、、、環境環境環境環境、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー、、、、農林水産農林水産農林水産農林水産、、、、航空航空航空航空関連関連関連関連産業産業産業産業及及及及びものづびものづびものづびものづ
くりくりくりくり等等等等々々々々、、、、多岐多岐多岐多岐にわたるにわたるにわたるにわたる構想構想構想構想であるがであるがであるがであるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような体制体制体制体制でででで取取取取りりりり組組組組まれるかまれるかまれるかまれるか。。。。またまたまたまた、、、、行政組行政組行政組行政組織織織織
のののの体制体制体制体制はどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教教教教育行政育行政育行政育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇那覇那覇那覇市内市内市内市内へのへのへのへの特別特別特別特別支援学校支援学校支援学校支援学校のののの設置場設置場設置場設置場所所所所もももも決決決決定定定定しししし、、、、今後今後今後今後のののの設置設置設置設置へへへへ向向向向けたけたけたけた計画計画計画計画等等等等についてについてについてについて
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 小中小中小中小中学生学生学生学生のスのスのスのスママママートートートートフォフォフォフォンのンのンのンの利用利用利用利用についてについてについてについて、、、、ルールづくりがルールづくりがルールづくりがルールづくりが言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、教教教教育長育長育長育長のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 幼児教幼児教幼児教幼児教育育育育のののの無償無償無償無償へへへへ向向向向けたけたけたけた幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保育保育保育保育所所所所のののの保育保育保育保育料料料料のののの負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減におけるにおけるにおけるにおける現現現現状状状状とととと将将将将来展来展来展来展
望望望望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 保健医療保健医療保健医療保健医療についてについてについてについて

((((1111)))) ががががんんんんをををを患患患患ってもってもってもっても、、、、治療治療治療治療をををを受受受受けながらけながらけながらけながら働働働働きききき続続続続けられるがけられるがけられるがけられるがんんんん患患患患者者者者のののの就労支援対就労支援対就労支援対就労支援対策策策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 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)))) 障害障害障害障害者者者者差差差差別解消法別解消法別解消法別解消法がががが４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行さささされるがれるがれるがれるが、、、、認認認認知知知知度度度度がががが低低低低いままであるいままであるいままであるいままである。。。。県及県及県及県及びびびび市市市市町村町村町村町村のののの
職員職員職員職員向向向向けのけのけのけの対応対応対応対応要要要要領領領領のののの策定策定策定策定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)))) 「「「「県県県県子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困解消県解消県解消県解消県民民民民会会会会議議議議（（（（仮称仮称仮称仮称））））」」」」のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげについてについてについてについて、、、、そそそそのののの概概概概要及要及要及要及びびびび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)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子子子子どもをどもをどもをどもを貧困貧困貧困貧困からからからから守守守守るるるる連連連連絡協議絡協議絡協議絡協議会会会会」」」」はははは、、、、「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄子子子子どもどもどもども・・・・若若若若者者者者総総総総合合合合５５５５カカカカ年年年年計画計画計画計画」」」」をををを示示示示
しししし、、、、「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県子子子子どものどものどものどもの貧困対貧困対貧困対貧困対策策策策推進計画推進計画推進計画推進計画（（（（仮称仮称仮称仮称））））」」」」にににに反映反映反映反映するようするようするようするよう求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、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。（。（。（。（計画計画計画計画にににに反映反映反映反映できるものできるものできるものできるもの、、、、できないものできないものできないものできないもの等等等等々々々々））））
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((((4444)))) 県県県県がががが「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県子子子子どものどものどものどもの貧困対貧困対貧困対貧困対策策策策推進計画推進計画推進計画推進計画」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、各各各各市市市市町村町村町村町村がががが事事事事業業業業をををを実施実施実施実施するするするするこここことにとにとにとに
なっているがなっているがなっているがなっているが、、、、以以以以下下下下についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県とととと市市市市町村町村町村町村のののの役割役割役割役割及及及及びびびび連連連連絡協議絡協議絡協議絡協議会等会等会等会等のののの設置設置設置設置によるによるによるによる連連連連携携携携についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 地地地地域域域域のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしつつもかしつつもかしつつもかしつつも、、、、地地地地域格差域格差域格差域格差をなくすためのをなくすためのをなくすためのをなくすための取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((5555)))) 国国国国がががが子供子供子供子供のののの貧困対貧困対貧困対貧困対策策策策支援員支援員支援員支援員をををを配配配配置置置置するするするする事事事事業業業業のののの仕仕仕仕組組組組みとみとみとみと県県県県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伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 子子子子育育育育てとてとてとてと親親親親のののの介護介護介護介護がががが重重重重なるなるなるなる、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる「「「「ダブダブダブダブルルルルケケケケアアアア」」」」対対対対策策策策についてについてについてについて、、、、県県県県のののの考考考考えとえとえとえと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 各各各各地地地地にににに「「「「子子子子どもどもどもども食堂食堂食堂食堂」」」」がががが広広広広がりつつあるががりつつあるががりつつあるががりつつあるが、、、、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、、、、県県県県やややや市市市市町町町町
村村村村のののの支援支援支援支援はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。今後今後今後今後のののの展望展望展望展望もももも含含含含めてめてめてめて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 原発原発原発原発事事事事故避難故避難故避難故避難者者者者にににに対対対対するするするする公的支援公的支援公的支援公的支援についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「原発原発原発原発事事事事故避難故避難故避難故避難者者者者にににに公的支援公的支援公的支援公的支援をををを求求求求めるめるめるめる会会会会」」」」がががが、、、、県知事県知事県知事県知事やややや県県県県議議議議会会会会にもにもにもにも陳陳陳陳情情情情をををを出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、
知事及知事及知事及知事及びびびび県県県県のののの考考考考ええええ、、、、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。。。。

ｱｱｱｱ 原発原発原発原発事事事事故避難故避難故避難故避難者者者者のののの実実実実態態態態のののの把握把握把握把握についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 福島福島福島福島県県県県がががが住宅住宅住宅住宅供与供与供与供与をををを停止停止停止停止するするするする意向意向意向意向をををを固固固固めたとめたとめたとめたと伝伝伝伝えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内のののの避難避難避難避難者者者者をををを沖縄沖縄沖縄沖縄
県県県県民民民民としてとしてとしてとして扱扱扱扱いいいい、、、、住宅住宅住宅住宅支援支援支援支援をををを継続継続継続継続できないかできないかできないかできないか。。。。ささささらにらにらにらに福島福島福島福島県以県以県以県以外外外外からのからのからのからの避難避難避難避難者者者者にもにもにもにも、、、、福福福福
島島島島県内県内県内県内からのからのからのからの避難避難避難避難者者者者とととと同同同同様様様様なななな住宅住宅住宅住宅支援支援支援支援ができないかができないかができないかができないか。。。。

ｳｳｳｳ ニライニライニライニライカナカナカナカナイイイイカカカカーーーードドドドをををを継続継続継続継続しししし、、、、福島福島福島福島県以県以県以県以外外外外からのからのからのからの避難避難避難避難者者者者にもにもにもにも支給支給支給支給するようにできないかするようにできないかするようにできないかするようにできないか。。。。

ｴｴｴｴ 被曝被曝被曝被曝関連健康関連健康関連健康関連健康診断診断診断診断についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 放射放射放射放射性物質性物質性物質性物質がががが含含含含まれるまれるまれるまれる貨貨貨貨物物物物にににに対対対対しししし、、、、独自独自独自独自基基基基準準準準をををを設設設設けるけるけるける県内県内県内県内へのへのへのへの汚染汚染汚染汚染物物物物資資資資のののの防防防防止止止止についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 商工商工商工商工経済経済経済経済対対対対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 南南南南西西西西石油石油石油石油がががが石油製品石油製品石油製品石油製品のののの販売販売販売販売事事事事業業業業からからからから撤退撤退撤退撤退するするするする４４４４月以月以月以月以降降降降についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内業界業界業界業界のののの対応対応対応対応及及及及びびびび
県県県県民民民民へのへのへのへの石油製品石油製品石油製品石油製品のののの安安安安定定定定供給供給供給供給にににに県県県県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応対応対応対応をするかをするかをするかをするか。。。。考考考考ええええ方方方方とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇那覇那覇那覇港港港港やややや中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港のののの活性活性活性活性化化化化はははは、、、、物流物流物流物流機能機能機能機能のののの拡充拡充拡充拡充にあるにあるにあるにある。。。。輸輸輸輸入入入入、、、、移移移移入物入物入物入物資資資資はどはどはどはどんんんんどどどどんふんふんふんふええええ
ていくがていくがていくがていくが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの貨貨貨貨物物物物はははは増加増加増加増加せずせずせずせず、、、、片荷輸送片荷輸送片荷輸送片荷輸送、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる空空空空コンコンコンコン状況状況状況状況がががが続続続続いているいているいているいている。。。。ここここ
のののの状況状況状況状況をををを打開打開打開打開するにはするにはするにはするには、、、、港湾港湾港湾港湾のののの背背背背後地後地後地後地をををを初初初初めめめめ、、、、県内県内県内県内にににに製造業製造業製造業製造業をををを誘致誘致誘致誘致するするするするこここことがとがとがとが大変大変大変大変重要重要重要重要
かとかとかとかと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの考考考考えとえとえとえと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) ＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣのののの新機新機新機新機材材材材購購購購入入入入計画計画計画計画及及及及びびびび就航路線計画就航路線計画就航路線計画就航路線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)))) 粟粟粟粟国国国国航空路線航空路線航空路線航空路線のののの再開再開再開再開並並並並びにびにびにびに石垣石垣石垣石垣――――多良多良多良多良間及間及間及間及びびびび石垣石垣石垣石垣――――波照波照波照波照間間間間路線路線路線路線のののの就航就航就航就航時期時期時期時期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)))) 多良多良多良多良間間間間島島島島――――水納島水納島水納島水納島のののの定期定期定期定期航路航路航路航路（（（（船船船船））））のののの開開開開設設設設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)))) 久久久久米米米米島病院島病院島病院島病院のののの医医医医師師師師のののの確保確保確保確保、、、、病院機能病院機能病院機能病院機能のののの充充充充実実実実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)))) 久久久久米米米米島島島島及及及及びびびび小小小小規模離島規模離島規模離島規模離島のののの県県県県発注公発注公発注公発注公共共共共工工工工事事事事のののの地地地地元優先発注元優先発注元優先発注元優先発注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)))) 久久久久米米米米島島島島のののの県道県道県道県道89898989号線号線号線号線（（（（通称通称通称通称中中中中央通央通央通央通りりりり））））はははは、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの通学路通学路通学路通学路となっているがとなっているがとなっているがとなっているが歩歩歩歩道道道道がないたがないたがないたがないた
めめめめ、、、、通学通学通学通学にににに危険危険危険危険なななな状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの安全安全安全安全確保確保確保確保対対対対策策策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)))) 久久久久米米米米島島島島ではではではでは旅旅旅旅行行行行代代代代理理理理店店店店がなくがなくがなくがなく、、、、航空券航空券航空券航空券のののの購購購購入入入入にににに不便不便不便不便をををを来来来来しているしているしているしている。。。。特特特特にににに高齢高齢高齢高齢者者者者にはにはにはには厳厳厳厳しししし
いいいい状況状況状況状況にあるようにあるようにあるようにあるようだだだだがががが、、、、対応対応対応対応策策策策はないかはないかはないかはないか。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月25252525    日日日日((((木木木木))))

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 19191919分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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)))) 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞県政県政県政県政からからからから引引引引きききき継継継継いいいいだだだだ「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビビビビジジジジョョョョンンンン基本基本基本基本計画計画計画計画」」」」がががが５５５５年年年年目目目目にににに入入入入るるるる。。。。ここここれまでのれまでのれまでのれまでの
成成成成果果果果とととと課題課題課題課題をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 第第第第６６６６回世界回世界回世界回世界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大大大大会会会会のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((3333)))) 国国国国とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼関係構関係構関係構関係構築築築築についてについてについてについて、、、、どうどうどうどう考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

2222 総総総総務務務務部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 自自自自主財源主財源主財源主財源のののの状況状況状況状況とととと収収収収入入入入増増増増へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをどうみをどうみをどうみをどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

((((2222)))) 新新新新年年年年度度度度予予予予算算算算編編編編成成成成においてにおいてにおいてにおいて、、、、主要主要主要主要３３３３基基基基金金金金からからからから191919190000億円億円億円億円取取取取りりりり崩崩崩崩したしたしたした。。。。健健健健全化全化全化全化へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、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。。。。

3333 経済経済経済経済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)))) アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 那覇空那覇空那覇空那覇空港港港港第第第第２２２２滑走滑走滑走滑走路路路路整備整備整備整備がががが進進進進むむむむ一一一一方方方方、、、、空空空空港港港港タタタターーーーミミミミナナナナルルルルビビビビルルルル整備整備整備整備はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。国際国際国際国際線線線線とのとのとのとの連連連連
携携携携、、、、逆逆逆逆流問題流問題流問題流問題やややや搭乗客搭乗客搭乗客搭乗客のののの手手手手荷荷荷荷物受取物受取物受取物受取所所所所へのへのへのへの侵侵侵侵入入入入などなどなどなど防防防防止策止策止策止策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「製造業製造業製造業製造業のののの海海海海外外外外展展展展開開開開」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、具具具具体的体的体的体的メメメメニニニニュュュューはーはーはーは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、県内県内県内県内製造業製造業製造業製造業育成育成育成育成とどうとどうとどうとどう関関関関
係係係係させさせさせさせるかるかるかるか。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「航空航空航空航空関連関連関連関連産業産業産業産業クラスクラスクラスクラスタタタターのーのーのーの形成形成形成形成」」」」のののの産業規模産業規模産業規模産業規模、、、、事事事事業業業業展展展展開開開開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。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「国際情報国際情報国際情報国際情報通信通信通信通信拠点拠点拠点拠点」」」」形成事形成事形成事形成事業業業業のののの現時点現時点現時点現時点におけるにおけるにおけるにおける成成成成果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 国際国際国際国際航空貨航空貨航空貨航空貨物物物物ハハハハブブブブ事事事事業業業業がががが、、、、ススススタタタタートートートート時時時時のののの111100000000倍倍倍倍をををを超超超超えるえるえるえる取取取取扱扱扱扱量量量量になったになったになったになった。。。。航空貨航空貨航空貨航空貨物物物物ハハハハブブブブ事事事事
業業業業のののの経済経済経済経済効効効効果果果果とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望とととと課題課題課題課題はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 国際物流拠点国際物流拠点国際物流拠点国際物流拠点産業産業産業産業集積集積集積集積地地地地域域域域へのへのへのへの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの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。。。。

((((4444)))) 1111000000000000万万万万人観光人観光人観光人観光についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 観光観光観光観光客客客客1111000000000000万万万万人誘人誘人誘人誘客客客客にににに向向向向けけけけ、、、、航空航空航空航空座席座席座席座席のののの確保確保確保確保、、、、クルーズクルーズクルーズクルーズ船受船受船受船受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備計画計画計画計画
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 観光観光観光観光収収収収入入入入１１１１兆円達兆円達兆円達兆円達成成成成のののの鍵鍵鍵鍵はははは何何何何かかかか、、、、どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設のののの供給供給供給供給量量量量はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 観光観光観光観光業界業界業界業界のののの人材育成人材育成人材育成人材育成とととと待遇待遇待遇待遇、、、、定定定定着着着着率率率率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｵｵｵｵ 土土土土産品産品産品産品などなどなどなど地場地場地場地場産業産業産業産業育成育成育成育成のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

ｶｶｶｶ 誘誘誘誘客客客客増増増増にににに伴伴伴伴うううう移移移移動動動動手段手段手段手段のののの課題課題課題課題をどうをどうをどうをどう克服克服克服克服するかするかするかするか。。。。例例例例ええええばばばば、、、、過剰過剰過剰過剰ななななレレレレンンンンタタタタカカカカーーーー、、、、運運運運転手転手転手転手不不不不
足足足足、、、、公公公公共共共共交交交交通通通通のののの活用活用活用活用、、、、鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道導入道導入道導入道導入などなどなどなど。。。。

ｷｷｷｷ 過密過密過密過密状況状況状況状況にあるにあるにあるにある那覇空那覇空那覇空那覇空港港港港のののの運用運用運用運用面面面面におけるにおけるにおけるにおける安全安全安全安全確保確保確保確保はははは大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫かかかか。。。。

4444 雇雇雇雇用用用用対対対対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) バスやバスやバスやバスやタタタタクシーなどのクシーなどのクシーなどのクシーなどの公公公公共共共共交交交交通通通通のののの運運運運転手転手転手転手がががが不不不不足足足足しているしているしているしている。。。。現現現現状状状状とととと対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 離職離職離職離職率率率率がががが高高高高いといといといと言言言言われるわれるわれるわれる県内県内県内県内若若若若年者年者年者年者、、、、キャキャキャキャリリリリアアアア教教教教育育育育のののの強強強強化化化化がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 平平平平成成成成33330000年年年年技技技技能能能能五輪五輪五輪五輪全全全全国国国国大大大大会会会会のののの沖縄沖縄沖縄沖縄開開開開催催催催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

((((4444)))) 低低低低賃金賃金賃金賃金ゆゆゆゆえのえのえのえの生生生生活活活活困困困困窮窮窮窮がががが指摘指摘指摘指摘さささされているれているれているれている。。。。対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 県内県内県内県内企企企企業業業業でのでのでのでの障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用用用用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かはどうかはどうかはどうか。。。。

5555 子供子供子供子供のののの貧困対貧困対貧困対貧困対策策策策、、、、困困困困窮窮窮窮世世世世帯帯帯帯支援支援支援支援についてについてについてについて
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((((1111)))) 県内県内県内県内のののの子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困率率率率がががが29292929....9999％％％％というというというという調査結調査結調査結調査結果果果果がががが出出出出たたたた。。。。子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困をををを放放放放置置置置したときしたときしたときしたとき、、、、社社社社会会会会
全体全体全体全体としてのとしてのとしてのとしての経済経済経済経済的的的的損失損失損失損失はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

((((2222)))) 子供子供子供子供医療費医療費医療費医療費無料化無料化無料化無料化のののの拡充拡充拡充拡充をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

((((3333)))) 放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童クラクラクラクラブブブブのののの利用利用利用利用料低料低料低料低減減減減へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((4444)))) 子供子供子供子供のののの居居居居場場場場所所所所としてのとしてのとしてのとしての児童児童児童児童館館館館整備整備整備整備にににに県県県県ががががリリリリーーーーダダダダーシーシーシーシッッッップをプをプをプを発発発発揮揮揮揮すすす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。。。。

((((5555)))) 母母母母子子子子寮寮寮寮のののの整備整備整備整備をををを県県県県ががががリリリリーーーードドドドしてしてしてして市市市市町村町村町村町村とととと協協協協力力力力してしてしてして推進推進推進推進すすす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。。。。

((((6666)))) 待待待待機児童機児童機児童機児童解消解消解消解消のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((7777)))) ひひひひとりとりとりとり親親親親家庭家庭家庭家庭のののの認認認認可可可可外外外外保育保育保育保育園園園園利用者利用者利用者利用者へのへのへのへの補助補助補助補助事事事事業業業業のののの今年今年今年今年度度度度のののの実実実実績績績績とととと新新新新年年年年度度度度のののの支援目支援目支援目支援目標標標標
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((8888)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でのでのでのでの３３３３年保育年保育年保育年保育のののの現現現現状状状状とととと目目目目標標標標はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((9999)))) 夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育所所所所のののの現現現現状状状状とととと目目目目標標標標はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((11110000))))保育保育保育保育士士士士確保策確保策確保策確保策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((11111111))))貧困貧困貧困貧困家庭家庭家庭家庭のののの子供子供子供子供のののの学学学学習習習習支援支援支援支援のののの利用利用利用利用状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((12121212))))児童児童児童児童養養養養護護護護施設施設施設施設退所退所退所退所者者者者へのへのへのへの給給給給付型奨付型奨付型奨付型奨学学学学金金金金、、、、貸付貸付貸付貸付制度制度制度制度、、、、身身身身元元元元保保保保証証証証人人人人などへのなどへのなどへのなどへの対応対応対応対応はどうはどうはどうはどう
かかかか。。。。

((((13131313))))「「「「子子子子育育育育てててて世代世代世代世代包括包括包括包括支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー」」」」設置設置設置設置のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((14141414))))情情情情緒緒緒緒障害児障害児障害児障害児短短短短期治療施設整備事期治療施設整備事期治療施設整備事期治療施設整備事業業業業のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((15151515))))生生生生活活活活困困困困窮窮窮窮者者者者自立支援自立支援自立支援自立支援事事事事業業業業のののの町村町村町村町村へのへのへのへの委託委託委託委託についてについてについてについて、、、、新新新新年年年年度度度度はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 女女女女性性性性支援支援支援支援施策施策施策施策についてについてについてについて

((((1111)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害のののの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 母母母母子子子子寮寮寮寮整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、市市市市町村町村町村町村任任任任せせせせににににせずせずせずせずリリリリーーーーダダダダーシーシーシーシッッッップをプをプをプを県県県県がががが示示示示すすす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。。。。

((((3333)))) 性性性性暴力暴力暴力暴力被害被害被害被害者者者者ワワワワンストンストンストンストッッッッププププ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー整備整備整備整備はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 特定特定特定特定不不不不妊妊妊妊治療費治療費治療費治療費助助助助成事成事成事成事業業業業のののの実実実実績績績績とととと助助助助成成成成拡充拡充拡充拡充後後後後のののの支援支援支援支援内内内内容容容容はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

7777 高齢高齢高齢高齢者施策者施策者施策者施策についてについてについてについて

((((1111)))) 11110000年後年後年後年後のののの超超超超高齢高齢高齢高齢社社社社会会会会にはにはにはには、、、、介護介護介護介護人材人材人材人材のののの不不不不足足足足がががが深刻深刻深刻深刻化化化化するするするする予予予予想想想想、、、、不不不不足予足予足予足予想人想人想人想人数数数数ととととそそそそのののの対対対対
策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、認認認認知知知知症症症症患患患患者者者者のののの増加増加増加増加もももも予予予予想想想想さささされるれるれるれる。。。。認認認認知知知知症症症症患患患患者者者者にににに対対対対するするするする受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制などなどなどなど
のののの対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 高齢高齢高齢高齢者施設者施設者施設者施設にににに入入入入所所所所できないできないできないできない待待待待機機機機老老老老人人人人はははは何何何何人人人人かかかか。。。。またまたまたまた、、、、そそそそのののの受受受受けけけけ皿皿皿皿としてのとしてのとしてのとしての施設整備施設整備施設整備施設整備のののの計計計計
画画画画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

8888 農水産業振興農水産業振興農水産業振興農水産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 養殖漁養殖漁養殖漁養殖漁業業業業のののの現現現現状状状状とととと課題課題課題課題。。。。

9999 土木土木土木土木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)))) 泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬地区地区地区地区埋埋埋埋立立立立事事事事業業業業のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと完完完完成成成成までのまでのまでのまで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。。。。

((((2222)))) 山里山里山里山里第第第第一一一一地区地区地区地区再開発再開発再開発再開発事事事事業業業業へのへのへのへの県県県県支援支援支援支援はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇港以港以港以港以外外外外へのクルーズへのクルーズへのクルーズへのクルーズ船受船受船受船受けけけけ入入入入れのれのれのれの港湾整備港湾整備港湾整備港湾整備などなどなどなど、、、、県県県県のののの支援支援支援支援策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

11110000医療医療医療医療ササササーーーービビビビスススス提提提提供体制供体制供体制供体制についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県立立立立北北北北部部部部病院病院病院病院へのへのへのへのＮＩＮＩＮＩＮＩＣＣＣＣＵＵＵＵ（（（（新生児新生児新生児新生児集集集集中治療中治療中治療中治療室室室室））））設置設置設置設置はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 県県県県立病院立病院立病院立病院のののの７７７７対対対対１１１１看看看看護体制護体制護体制護体制導入導入導入導入のののの計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 医医医医師師師師、、、、看看看看護師護師護師護師確保確保確保確保についてについてについてについて、、、、現現現現状状状状とととと対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

11111111教教教教育育育育委委委委員員員員会関連会関連会関連会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県外大学外大学外大学外大学にににに入入入入学学学学するするするする学生学生学生学生へのへのへのへの給給給給付型奨付型奨付型奨付型奨学学学学金金金金制度制度制度制度のののの内内内内容容容容、、、、ススススケケケケジジジジュュュュールはどうかールはどうかールはどうかールはどうか。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが補助補助補助補助しているしているしているしている県国際県国際県国際県国際交交交交流流流流・・・・人材育成財人材育成財人材育成財人材育成財団団団団がががが運運運運営営営営するするするする無無無無利利利利子子子子奨奨奨奨学学学学金金金金についてについてについてについて、、、、利用利用利用利用
実実実実績績績績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、人人人人数枠数枠数枠数枠のののの拡大拡大拡大拡大はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級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、、、、新新新新年年年年度度度度のののの計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

12121212公安公安公安公安委委委委員員員員会関連会関連会関連会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺被害被害被害被害のののの県内県内県内県内でのでのでのでの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。



5

代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月25252525    日日日日((((木木木木))))

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 38383838分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（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 翁翁翁翁長知事長知事長知事長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 翁翁翁翁長知事長知事長知事長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)))) 辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地反対反対反対反対のののの県県県県民民民民のののの民民民民意意意意はははは揺揺揺揺るがないるがないるがないるがない

ｱｱｱｱ 宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長選挙選挙選挙選挙はははは、、、、オオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄をををを潰潰潰潰そそそそうとうとうとうと安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権のののの全全全全面面面面支援支援支援支援をををを受受受受けたけたけたけた現現現現職職職職がががが、、、、「「「「県県県県外外外外
移移移移設設設設」」」」のののの公公公公約約約約をををを投投投投げげげげ捨捨捨捨てててて、、、、辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をををを政政政政府府府府にににに一任一任一任一任するするするする立立立立場場場場にににに立立立立ちちちちましたましたましたました。。。。そそそそのののの
上上上上、、、、「「「「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阻阻阻阻止止止止」「」「」「」「政政政政府府府府とたたかうとたたかうとたたかうとたたかう」」」」などなどなどなど欺瞞欺瞞欺瞞欺瞞的態度的態度的態度的態度にににに終始終始終始終始しししし、、、、辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地
のののの争争争争点点点点外外外外しでしでしでしで戦戦戦戦かわれたかわれたかわれたかわれた選挙選挙選挙選挙でしたでしたでしたでした。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ママママスコスコスコスコミミミミのののの行行行行ったったったった投票日投票日投票日投票日のののの出出出出口調査口調査口調査口調査
はははは、、、、いいいいずずずずれもれもれもれも辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地反対反対反対反対がががが過半数過半数過半数過半数をををを超超超超えていましたえていましたえていましたえていました。。。。宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市民民民民のののの世世世世論調査論調査論調査論調査でででで
もももも74747474％％％％がががが県内県内県内県内移移移移設設設設にににに反対反対反対反対でしたでしたでしたでした。。。。
　　　　オオオオスプスプスプスプレレレレイのイのイのイの配配配配備備備備・・・・撤回撤回撤回撤回、、、、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、、、、県内県内県内県内移移移移設設設設断断断断念念念念をををを掲掲掲掲げげげげたたたた「「「「建白書建白書建白書建白書」」」」
をををを実現実現実現実現するするするする県県県県民民民民のののの民民民民意意意意はははは揺揺揺揺るるるるぎぎぎぎないとないとないとないと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、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ますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 選挙選挙選挙選挙後後後後、、、、島島島島尻尻尻尻沖縄沖縄沖縄沖縄担担担担当当当当大大大大臣臣臣臣がががが、、、、「「「「辺辺辺辺野野野野古古古古移移移移設設設設にににに反対反対反対反対するするするする声声声声にににに勝勝勝勝ったったったった」」」」とととと述述述述べべべべたたたたこここことはとはとはとは許許許許
さささされまれまれまれませんせんせんせん。。。。またまたまたまた、、、、菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官がががが、、、、「「「「オオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄というというというという形形形形でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人がすがすがすがすべべべべてててて辺辺辺辺野野野野古古古古移移移移
設設設設にににに反対反対反対反対のようのようのようのようだだだだったがったがったがったが、、、、言言言言葉葉葉葉がががが実実実実態態態態とととと大大大大きくきくきくきく離離離離れているれているれているれている」」」」とととと述述述述べべべべましたましたましたました。。。。ささささもももも、、、、移移移移設設設設賛賛賛賛成成成成
がががが多多多多いかのようにいかのようにいかのようにいかのように、、、、国国国国民民民民にににに誤誤誤誤解解解解をををを与与与与えるようにえるようにえるようにえるように意意意意図図図図的的的的にににに世世世世論論論論をををを誘導誘導誘導誘導するするするする発言発言発言発言だだだだとととと思思思思いまいまいまいま
すがすがすがすが、、、、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ますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 島島島島ぐぐぐぐるみるみるみるみ会会会会議議議議をををを包包包包含含含含したしたしたしたオオオオールールールール沖縄会沖縄会沖縄会沖縄会議議議議がががが発発発発足足足足しましたしましたしましたしました。。。。辺辺辺辺野野野野古古古古基基基基金金金金はははは県内県内県内県内外外外外からからからから５５５５億億億億
4444000000000000万円万円万円万円になりましたになりましたになりましたになりました。。。。米国米国米国米国でバークでバークでバークでバークレレレレーーーー市市市市議議議議会会会会にににに続続続続きききき、、、、ケケケケンンンンブブブブリッリッリッリッジジジジ市市市市議議議議会会会会がががが辺辺辺辺野野野野古古古古
新新新新基地基地基地基地反対反対反対反対ののののオオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄をををを支支支支持持持持するするするする決議決議決議決議をををを上上上上げげげげていますていますていますています。。。。県県県県民民民民のののの民民民民意意意意をををを支支支支持持持持するするするする声声声声やややや
運動運動運動運動がががが世界世界世界世界にににに広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。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ますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 2222000013131313年年年年のののの日日日日米米米米統統統統合合合合計画計画計画計画でででで、、、、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はははは2222000022222222年年年年度度度度またはまたはまたはまたは、、、、そそそそのののの後後後後でしたでしたでしたでした。。。。先先先先
日日日日、、、、米米米米海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊がががが公公公公表表表表したしたしたした「「「「海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊航空計画航空計画航空計画航空計画2222000016161616」」」」によるとによるとによるとによると辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地のののの完了完了完了完了はははは、、、、
2222000025252525年以年以年以年以降降降降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。。。。工工工工事事事事がががが計画計画計画計画どおりにどおりにどおりにどおりに進進進進んんんんでいないでいないでいないでいないこここことをとをとをとを当当当当事者事者事者事者であるであるであるである海兵海兵海兵海兵
隊隊隊隊がががが認認認認めているものとめているものとめているものとめているものと考考考考えますえますえますえます。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが「「「「辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地のののの工工工工事事事事はははは順順順順調調調調にににに行行行行ってもってもってもっても
15151515年年年年やややや22220000年年年年はかかりはかかりはかかりはかかり、、、、そそそそのののの間間間間、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは居座居座居座居座るるるる。。。。ここここれをれをれをれを固固固固定定定定化化化化とととと言言言言わわわわずずずずにににに、、、、何何何何というというというという
のかのかのかのか」」」」とととと指摘指摘指摘指摘したしたしたしたこここことがとがとがとが、、、、ままままささささにににに証明証明証明証明さささされたものれたものれたものれたものだだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。知事知事知事知事はははは「「「「海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊航空計画航空計画航空計画航空計画
2222000016161616」」」」のののの内内内内容容容容をどのようにをどのようにをどのようにをどのように捉捉捉捉えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｵｵｵｵ 米米米米海兵隊太平洋海兵隊太平洋海兵隊太平洋海兵隊太平洋基地基地基地基地のののの環境方環境方環境方環境方針針針針はははは、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊施設内施設内施設内施設内のののの土土土土地地地地、、、、水水水水、、、、大大大大気気気気、、、、文文文文化化化化財等財等財等財等のののの資資資資
源源源源をををを保保保保護護護護及及及及びびびび保保保保全全全全していくしていくしていくしていくこここことにとにとにとに常常常常にににに務務務務めるめるめるめる基本理基本理基本理基本理念念念念をををを定定定定めていますめていますめていますめています。。。。在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊にはにはにはには
文文文文化化化化財保財保財保財保護護護護専門家専門家専門家専門家ススススタッタッタッタッフフフフがががが配配配配属属属属さささされれれれ、、、、文文文文化化化化財保財保財保財保護護護護にににに関関関関してしてしてして、、、、「「「「建建建建設設設設工工工工事事事事のののの事前事前事前事前調査調査調査調査にににに
よりよりよりより新新新新たなたなたなたな文文文文化化化化財財財財がががが発発発発見見見見さささされれれれ保保保保護護護護のののの必必必必要性要性要性要性がががが出出出出てきたてきたてきたてきた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、建建建建設場設場設場設場所所所所をををを移移移移動動動動しましましましま
すすすす。。。。」」」」となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。つけかえつけかえつけかえつけかえ道道道道路路路路についてについてについてについて、、、、名名名名護護護護市市市市教教教教育育育育委委委委員員員員会会会会とととと沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛局衛局衛局衛局はははは文文文文化化化化
財財財財のののの保保保保護護護護についてどのようなやりとりをしていますかについてどのようなやりとりをしていますかについてどのようなやりとりをしていますかについてどのようなやりとりをしていますか。。。。

ｶｶｶｶ ６６６６年前年前年前年前にににに宮古宮古宮古宮古島島島島市市市市のののの海海海海中中中中公園公園公園公園建建建建設設設設工工工工事事事事でででで汚汚汚汚濁濁濁濁防防防防止止止止膜膜膜膜がががが敷敷敷敷設設設設さささされましたれましたれましたれました。。。。ととととこここころろろろがががが、、、、強風強風強風強風
やややや台風台風台風台風によってによってによってによって汚汚汚汚濁濁濁濁防防防防止止止止膜膜膜膜があおられてがあおられてがあおられてがあおられて、、、、膜膜膜膜がががが破破破破れたりれたりれたりれたり、、、、海底海底海底海底のののの群群群群生生生生したしたしたしたササササンンンンゴゴゴゴなどをなどをなどをなどを
全全全全滅滅滅滅させさせさせさせたとたとたとたと聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、事実事実事実事実ですかですかですかですか。。。。汚汚汚汚濁濁濁濁防防防防止止止止膜膜膜膜でででで環境保環境保環境保環境保全全全全はできないとはできないとはできないとはできないと考考考考えまえまえまえま
すがすがすがすが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛局衛局衛局衛局はははは、、、、漁漁漁漁場場場場汚汚汚汚濁濁濁濁防防防防止止止止対対対対策策策策としてとしてとしてとして汚汚汚汚濁濁濁濁防防防防止止止止膜膜膜膜をアンをアンをアンをアンカカカカーーーーブブブブロッロッロッロックをつけてクをつけてクをつけてクをつけて
敷敷敷敷設設設設しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。台台台台船船船船ににににブブブブロッロッロッロックがクがクがクが積積積積みみみみ込込込込まれてまれてまれてまれて、、、、いついついついつ、、、、海海海海中中中中ににににブブブブロッロッロッロックがクがクがクが投投投投入入入入ささささ
れるのかとれるのかとれるのかとれるのかと県県県県民民民民はははは不安不安不安不安とととと緊張緊張緊張緊張にににに包包包包まれていますまれていますまれていますまれています。。。。汚汚汚汚濁濁濁濁防防防防止止止止膜敷膜敷膜敷膜敷設設設設計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
防防防防衛局衛局衛局衛局のののの説明説明説明説明とととと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いますいますいますいます。。。。

ｷｷｷｷ 代代代代執執執執行行行行訴訟訴訟訴訟訴訟でででで、、、、裁判裁判裁判裁判所所所所からからからから２２２２つのつのつのつの和解案和解案和解案和解案がががが示示示示さささされていますれていますれていますれています。。。。報道報道報道報道によるとによるとによるとによると根根根根本案本案本案本案はははは辺辺辺辺野野野野
古古古古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をををを認認認認めるものでめるものでめるものでめるもので絶絶絶絶対対対対にににに受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれるこここことはできまとはできまとはできまとはできませんせんせんせん。。。。もうもうもうもう一一一一方方方方のののの暫定案暫定案暫定案暫定案
はははは、、、、「「「「国国国国がががが敗敗敗敗訴訴訴訴するするするする」」」」こここことをとをとをとを示示示示唆唆唆唆しているとしているとしているとしていると指摘指摘指摘指摘するするするする専門家専門家専門家専門家もいますもいますもいますもいます。。。。和解案和解案和解案和解案にににに対対対対するするするする対対対対
応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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((((2222)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減とととと逆逆逆逆行行行行するするするする機能機能機能機能強強強強化化化化、、、、負担増加負担増加負担増加負担増加についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄やややや日日日日本本本本のののの防防防防衛衛衛衛とはとはとはとは関係関係関係関係のないのないのないのない、、、、他他他他国国国国にににに殴殴殴殴りりりり込込込込みをしてみをしてみをしてみをして攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする侵侵侵侵略略略略のののの
軍軍軍軍隊隊隊隊ですですですです。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから全全全全てのてのてのての海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊をををを撤退撤退撤退撤退させさせさせさせるるるるこここことについてとについてとについてとについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地にににに米本国米本国米本国米本国からからからからＦＦＦＦ22222222ややややＦＦＦＦ16161616戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機がががが相次相次相次相次いでいでいでいで飛来飛来飛来飛来しししし、、、、町議町議町議町議会会会会はははは、、、、「「「「超過密超過密超過密超過密化化化化のののの
危険危険危険危険極極極極まりないまりないまりないまりない」「」「」「」「町民町民町民町民のののの生生生生きるきるきるきる権権権権利利利利をををを剥奪剥奪剥奪剥奪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、、、、断断断断じじじじてててて容容容容認認認認できないできないできないできない」」」」とととと抗抗抗抗議議議議
決議決議決議決議をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、米国米国米国米国でででで嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地ににににＦＦＦＦ３３３３５５５５戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機のののの駐駐駐駐機機機機場場場場建建建建設設設設予予予予算算算算がががが計上計上計上計上
さささされたれたれたれた報道報道報道報道がありますがありますがありますがあります。。。。駐駐駐駐機機機機場場場場建建建建設設設設はははは負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減にににに逆逆逆逆行行行行するものですするものですするものですするものです。。。。日日日日米政米政米政米政府府府府にににに対対対対しししし、、、、
駐駐駐駐機機機機場場場場建建建建設設設設をををを中止中止中止中止させさせさせさせ、、、、全全全全てのてのてのての外外外外来来来来機機機機のののの飛来飛来飛来飛来やややや訓練訓練訓練訓練のののの禁禁禁禁止止止止をををを求求求求めるめるめるめるこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

ｳｳｳｳ 航空機航空機航空機航空機用用用用のののの作作作作動動動動油油油油やややや泡泡泡泡消消消消火剤火剤火剤火剤にににに使使使使われているわれているわれているわれている有有有有機機機機フフフフッッッッ素素素素化化化化合物合物合物合物ＰＦＯＳＰＦＯＳＰＦＯＳＰＦＯＳがががが嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地
内内内内からからからから比謝川比謝川比謝川比謝川にににに流入流入流入流入するするするする大工大工大工大工廻川廻川廻川廻川からからからから検検検検出出出出さささされましたれましたれましたれました。。。。国内国内国内国内ではではではでは原原原原則則則則製造製造製造製造、、、、輸輸輸輸入入入入、、、、使用使用使用使用
がががが禁禁禁禁止止止止さささされていますれていますれていますれています。。。。嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地内基地内基地内基地内へのへのへのへの立立立立入入入入調査調査調査調査、、、、基地内基地内基地内基地内でのでのでのでの使用使用使用使用履歴履歴履歴履歴をををを明明明明らかにらかにらかにらかにささささ
せせせせるるるるべべべべきですきですきですきです。。。。企企企企業業業業局局局局長長長長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 米米米米陸陸陸陸軍軍軍軍のののの揚陸艇揚陸艇揚陸艇揚陸艇２２２２隻隻隻隻がががが村議村議村議村議会会会会のののの抗抗抗抗議決議議決議議決議議決議後後後後にににに再再再再びびびび伊江伊江伊江伊江港港港港にににに入港入港入港入港しましたしましたしましたしました。。。。初初初初めてめてめてめて米軍米軍米軍米軍
艦艦艦艦船船船船によるによるによるによる入港入港入港入港でありでありでありであり、、、、フフフフェェェェリリリリーのーのーのーの入入入入出出出出港港港港にににに遅遅遅遅延延延延がががが生生生生じじじじてててて住住住住民民民民がバスにがバスにがバスにがバスに乗乗乗乗りおくれるりおくれるりおくれるりおくれる損損損損害害害害
やややや111100000000人以人以人以人以上上上上のののの米米米米兵兵兵兵がががが学校学校学校学校やややや住宅地住宅地住宅地住宅地のあるのあるのあるのある県道県道県道県道をををを行軍行軍行軍行軍してしてしてして住住住住民民民民やややや観光観光観光観光客客客客にににに不安不安不安不安をををを与与与与ええええ
るなどのるなどのるなどのるなどの被害被害被害被害がががが出出出出ていますていますていますています。。。。米軍米軍米軍米軍艦艦艦艦船船船船のののの伊江伊江伊江伊江港入港港入港港入港港入港にににに抗抗抗抗議議議議しししし、、、、入港入港入港入港禁禁禁禁止止止止とととと行軍行軍行軍行軍禁禁禁禁止止止止をををを
日日日日米政米政米政米政府府府府にににに要求要求要求要求すすすすべべべべきですきですきですきです。。。。

ｵｵｵｵ 米軍米軍米軍米軍伊江伊江伊江伊江島島島島補助補助補助補助飛行場飛行場飛行場飛行場でででで、、、、ＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222オオオオスプスプスプスプレレレレイとイとイとイとＦＦＦＦ35353535のののの収容収容収容収容できるできるできるできる駐駐駐駐機機機機場場場場やややや離離離離着着着着陸訓練陸訓練陸訓練陸訓練場場場場
のののの拡拡拡拡張張張張計画計画計画計画がありますががありますががありますががありますが、、、、負担増負担増負担増負担増強強強強になるのではありまになるのではありまになるのではありまになるのではありませんせんせんせんかかかか。。。。計画計画計画計画内内内内容容容容とととと住住住住民生民生民生民生活活活活へへへへ
のののの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｶｶｶｶ キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・キンキンキンキンザザザザーーーー米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの使用使用使用使用履歴履歴履歴履歴のののの公開公開公開公開、、、、立立立立入入入入調査調査調査調査のののの見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｷｷｷｷ 米国米国米国米国はははは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地ににににオオオオスプスプスプスプレレレレイをイをイをイを配配配配備備備備するするするする前年前年前年前年にににに、、、、「「「「最最最最もももも安全安全安全安全なななな航空機航空機航空機航空機ののののひひひひとつとつとつとつ」」」」とととと強強強強
調調調調していましたしていましたしていましたしていました。。。。ととととこここころろろろがががが、、、、オオオオスプスプスプスプレレレレイのイのイのイの配配配配備備備備さささされたれたれたれた時点時点時点時点からからからから事事事事故故故故率率率率がががが２２２２倍倍倍倍にににに激激激激増増増増していましていましていましていま
すすすす。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解、、、、及及及及びびびび、、、、オオオオスプスプスプスプレレレレイのイのイのイの配配配配備備備備撤回撤回撤回撤回をををを日日日日米政米政米政米政府府府府にににに求求求求めるめるめるめるこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

ｸｸｸｸ 高高高高江江江江ではではではでは、、、、オオオオスプスプスプスプレレレレイがイがイがイが住宅地住宅地住宅地住宅地上空上空上空上空をををを訓練訓練訓練訓練飛行飛行飛行飛行しししし、、、、オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイパパパパッッッッドドドドでででで離離離離着着着着陸陸陸陸をしていまをしていまをしていまをしていま
すすすす。。。。県県県県がががが騒音騒音騒音騒音などもなどもなどもなども含含含含めてめてめてめて実実実実態態態態調査調査調査調査をををを行行行行いいいい、、、、オオオオスプスプスプスプレレレレイのイのイのイの訓練訓練訓練訓練飛行飛行飛行飛行をやめをやめをやめをやめさせさせさせさせるるるるこここことにとにとにとに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮がががが２２２２月月月月７７７７日日日日、、、、事実事実事実事実上上上上のののの弾弾弾弾道道道道ミサミサミサミサイルをイルをイルをイルを発射発射発射発射したしたしたしたこここことはとはとはとは、、、、国際国際国際国際のののの平平平平和和和和とととと安全安全安全安全にににに深刻深刻深刻深刻なななな
脅威脅威脅威脅威をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす行行行行為為為為でありでありでありであり厳厳厳厳しくしくしくしく抗抗抗抗議議議議をするものですをするものですをするものですをするものです。。。。「「「「弾弾弾弾道道道道ミサミサミサミサイルイルイルイル技技技技術術術術をををを使用使用使用使用したいかなしたいかなしたいかなしたいかな
るるるる発射発射発射発射」」」」もももも行行行行わないわないわないわないこここことをとをとをとを求求求求めためためためた国連国連国連国連安安安安保理保理保理保理決議決議決議決議にににに違違違違反反反反しししし、、、、６６６６カカカカ国国国国協議協議協議協議のののの共同共同共同共同声明声明声明声明、、、、日日日日朝朝朝朝
平平平平壌宣壌宣壌宣壌宣言言言言にににに違違違違反反反反するするするする暴挙暴挙暴挙暴挙にににに対対対対しししし、、、、国際国際国際国際社社社社会会会会がががが一一一一致致致致してしてしてして、、、、政治政治政治政治的外的外的外的外交交交交的的的的努努努努力力力力をををを強強強強めるめるめるめるこここことととと
がががが重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((4444)))) 航空自航空自航空自航空自衛隊衛隊衛隊衛隊那覇那覇那覇那覇基地基地基地基地はははは第第第第９９９９航空航空航空航空団団団団のののの新新新新設設設設によりによりによりによりＦＦＦＦ15151515戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機がががが22220000機機機機からからからから44440000機機機機にににに倍倍倍倍加加加加さささされれれれ、、、、
「「「「軍軍軍軍民民民民共用共用共用共用」」」」那覇空那覇空那覇空那覇空港港港港がががが一一一一層層層層過密過密過密過密化化化化さささされれれれ危険危険危険危険がががが高高高高まりますまりますまりますまります。。。。11110000年間年間年間年間のののの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊機機機機のののの事事事事故故故故やややや
トラトラトラトラブブブブルルルル、、、、及及及及びびびび民民民民間間間間機機機機のののの離発離発離発離発着着着着のののの待待待待機回機回機回機回数数数数をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。1111000000000000万万万万人観光人観光人観光人観光客客客客をををを目目目目指指指指すすすす沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
のののの玄玄玄玄関関関関口口口口のののの那覇空那覇空那覇空那覇空港港港港ですですですです。。。。民民民民間間間間専専専専用用用用空空空空港港港港にするようにするようにするようにするよう政政政政府府府府にににに求求求求めるめるめるめるべべべべきですきですきですきです。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((5555)))) 石垣石垣石垣石垣市市市市、、、、宮古宮古宮古宮古島島島島市市市市、、、、与那与那与那与那国国国国へのへのへのへの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊配配配配備備備備計画計画計画計画はははは、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でででで多大多大多大多大なななな犠牲犠牲犠牲犠牲をををを払払払払ったったったった県県県県民民民民
がががが決決決決してしてしてして許許許許せせせせるものではありまるものではありまるものではありまるものではありませんせんせんせん。。。。配配配配備備備備計画計画計画計画のののの詳細詳細詳細詳細をををを明明明明らかにするようらかにするようらかにするようらかにするよう求求求求めるめるめるめるこここことととと、、、、またまたまたまた、、、、
配配配配備備備備にににに反対反対反対反対をすをすをすをすべべべべきですきですきですきです。。。。

((((6666)))) 浦添浦添浦添浦添市市市市民民民民のののの民民民民意意意意はははは新新新新軍港軍港軍港軍港にににに反対反対反対反対ですですですです。。。。浦添浦添浦添浦添西西西西海海海海岸岸岸岸はははは、、、、イイイイノノノノーがーがーがーが広広広広がりがりがりがり、、、、ササササンンンンゴゴゴゴやややや海洋海洋海洋海洋生生生生
物物物物がががが生生生生育育育育しているしているしているしている自自自自然然然然がががが残残残残さささされたれたれたれた県県県県のののの自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保保保保全全全全にににに関関関関するするするする指針指針指針指針でででで、、、、「「「「自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保保保保
護護護護・・・・保保保保全全全全をををを図図図図るるるる区区区区域域域域」」」」でランクでランクでランクでランク２２２２のののの海海海海域域域域ですですですです。。。。浦添浦添浦添浦添市長市長市長市長がががが軍港軍港軍港軍港反対反対反対反対のののの選挙選挙選挙選挙公公公公約約約約をををを破破破破りりりり、、、、軍軍軍軍
港受港受港受港受けけけけ入入入入れをれをれをれを表明表明表明表明してしてしてして以以以以降降降降、、、、那覇那覇那覇那覇港湾港湾港湾港湾計画計画計画計画、、、、長期構想策定長期構想策定長期構想策定長期構想策定がががが暗礁暗礁暗礁暗礁にににに乗乗乗乗りりりり上上上上げげげげていますていますていますています。。。。
軍港軍港軍港軍港はははは那覇那覇那覇那覇港湾港湾港湾港湾のののの民民民民間港間港間港間港計画計画計画計画にににに支障支障支障支障となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・キンキンキンキンザザザザーーーー返還後返還後返還後返還後のまのまのまのまちちちち
づくりにもづくりにもづくりにもづくりにも支障支障支障支障となりますとなりますとなりますとなります。。。。那覇那覇那覇那覇港港港港管管管管理組合設理組合設理組合設理組合設立立立立時時時時のののの確確確確認認認認事事事事項項項項はははは、、、、民民民民間港間港間港間港とととと軍港軍港軍港軍港についてについてについてについて
どうなっていたのですかどうなっていたのですかどうなっていたのですかどうなっていたのですか。。。。

((((7777)))) 浦添浦添浦添浦添市市市市にににに延延延延伸伸伸伸したしたしたしたモノモノモノモノレレレレールールールール建建建建設設設設のののの進進進進捗捗捗捗をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。モノモノモノモノレレレレールールールール駅駅駅駅とととと浦添浦添浦添浦添市内市内市内市内をををを一一一一周周周周しししし
てててて連連連連結結結結するするするする公公公公共共共共交交交交通機通機通機通機関関関関がががが必必必必要要要要だだだだとととと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県アジアアジアアジアアジア戦略構想策定戦略構想策定戦略構想策定戦略構想策定のののの意意意意義義義義とととと目目目目標標標標をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権のののの暴暴暴暴政政政政にににに抗抗抗抗してしてしてして

((((1111)))) 2222000015151515年年年年９９９９月月月月19191919日日日日にににに参参参参議院議院議院議院でででで強強強強行行行行可可可可決決決決さささされたれたれたれた「「「「平平平平和和和和安全安全安全安全保保保保障障障障関連法関連法関連法関連法」」」」はははは、、、、憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条がががが禁禁禁禁じじじじるるるる
国際国際国際国際紛紛紛紛争争争争解解解解決決決決のためののためののためののための武武武武力力力力行使行使行使行使をををを可可可可能能能能にするにするにするにする、、、、憲憲憲憲法法法法違違違違反反反反のののの紛紛紛紛れもないれもないれもないれもない戦戦戦戦争争争争法法法法ですですですです。。。。憲憲憲憲
法解法解法解法解釈釈釈釈をををを181818180000度度度度覆覆覆覆したしたしたした閣閣閣閣議決議決議決議決定定定定にににに基基基基づくづくづくづく違憲違憲違憲違憲のののの立立立立法法法法はははは立立立立憲憲憲憲主主主主義義義義をををを破破破破壊壊壊壊するするするする暴挙暴挙暴挙暴挙でありでありでありであり断断断断
じじじじてててて許許許許せせせせまままませんせんせんせん。。。。憲憲憲憲法法法法学学学学者者者者のののの95959595％％％％、、、、内内内内閣閣閣閣法法法法制制制制局局局局元元元元長長長長官官官官などなどなどなど憲憲憲憲法法法法のののの専門家専門家専門家専門家、、、、多多多多くのくのくのくの国国国国民民民民がががが
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反対反対反対反対しているしているしているしている戦戦戦戦争争争争法法法法。。。。そそそそのののの廃廃廃廃止止止止をををを求求求求めるめるめるめる2222000000000000万万万万人人人人署署署署名名名名がががが総総総総がかりがかりがかりがかり行動実行行動実行行動実行行動実行委委委委員員員員会会会会のののの呼呼呼呼びびびび
かけでかけでかけでかけで広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 全全全全国国国国でででで深刻深刻深刻深刻なななな貧困貧困貧困貧困とととと格差格差格差格差がががが広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権のののの３３３３年間年間年間年間でででで、、、、社社社社会保会保会保会保障障障障費費費費のののの自自自自然然然然増増増増
がががが毎毎毎毎年年年年3333000000000000億億億億からからからから5555000000000000億円億円億円億円のののの規模規模規模規模でででで削削削削減減減減さささされましたれましたれましたれました。。。。介護介護介護介護報報報報酬酬酬酬のののの削削削削減減減減、、、、年年年年金金金金削削削削減減減減、、、、医医医医
療療療療・・・・介護介護介護介護のののの負担増負担増負担増負担増、、、、生生生生活保活保活保活保護護護護のののの引引引引きききき下下下下げげげげなどなどなどなど、、、、貧困貧困貧困貧困とととと格差格差格差格差にににに追追追追いいいい打打打打ちちちちをかけてきましたをかけてきましたをかけてきましたをかけてきました。。。。
県県県県民民民民のののの命命命命をををを脅脅脅脅かすかすかすかす社社社社会保会保会保会保障障障障削削削削減減減減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をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権はははは2222000012121212年年年年総総総総選挙選挙選挙選挙のののの自民自民自民自民党党党党公公公公約約約約にににに反反反反してしてしてしてＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに署署署署名名名名しましたしましたしましたしました。。。。農林水産農林水産農林水産農林水産物物物物
834834834834品目品目品目品目のののの約半数約半数約半数約半数でででで関税関税関税関税をををを撤撤撤撤廃廃廃廃しししし、、、、米米米米、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖などなどなどなど重要重要重要重要農産農産農産農産物物物物をををを除除除除外外外外またはまたはまたはまたは再協議再協議再協議再協議とするよとするよとするよとするよ
うううう求求求求めためためためた13131313年年年年のののの国会国会国会国会決議決議決議決議にににに反反反反しししし、、、、３３３３割割割割のののの品目品目品目品目でででで関税関税関税関税をををを撤撤撤撤廃廃廃廃しししし、、、、残残残残ったったったった関税関税関税関税もももも撤撤撤撤廃廃廃廃協議協議協議協議をををを約約約約
束束束束させさせさせさせられていますられていますられていますられています。。。。ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰはははは関税関税関税関税のののの撤撤撤撤廃廃廃廃だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、ササササーーーービビビビスススス・・・・投投投投資資資資のののの自自自自由由由由化化化化、、、、知知知知的的的的財財財財産産産産
などなどなどなど広広広広範囲範囲範囲範囲にわたりにわたりにわたりにわたり、、、、多多多多国国国国籍籍籍籍企企企企業業業業のののの利利利利益益益益のためにのためにのためにのために国国国国民生民生民生民生活活活活をををを犠牲犠牲犠牲犠牲にするものですにするものですにするものですにするものです。。。。ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ
にににに署署署署名名名名したしたしたした米米米米州州州州５５５５カカカカ国国国国のののの農民農民農民農民団団団団体体体体やややや労働労働労働労働組合組合組合組合がががが各各各各国国国国でのでのでのでの批准批准批准批准をををを阻阻阻阻止止止止するするするする連連連連携携携携をををを強強強強めめめめ、、、、１１１１
月月月月下下下下旬旬旬旬にはにはにはにはメメメメキシコキシコキシコキシコ、、、、カナダカナダカナダカナダ、、、、米国米国米国米国、、、、チチチチリリリリ、、、、ペペペペルーからルーからルーからルーから国会国会国会国会議員議員議員議員もももも参参参参加加加加したしたしたしたＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ反対反対反対反対のののの国国国国
際会際会際会際会議議議議がががが開開開開かれていますかれていますかれていますかれています。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県議議議議会会会会はははは何何何何度度度度ももももＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに参参参参加加加加しないようしないようしないようしないよう求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議をををを上上上上げげげげ
ましたましたましたました。。。。ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰでででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの畜畜畜畜産産産産やややや養養養養豚豚豚豚業業業業、、、、ササササトトトトウウウウキキキキビビビビ産業産業産業産業にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響はどうなるのですはどうなるのですはどうなるのですはどうなるのです
かかかか。。。。批准批准批准批准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すすすべべべべきときときときと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。

((((4444)))) 2222000017171717年年年年４４４４月月月月にににに消費税消費税消費税消費税11110000％％％％増増増増税税税税がががが強強強強行行行行さささされようとしていますれようとしていますれようとしていますれようとしています。。。。「「「「軽減税率軽減税率軽減税率軽減税率」」」」のののの中中中中身身身身はははは、、、、食品食品食品食品なななな
どのどのどのどの税率税率税率税率をををを８８８８％％％％にににに据据据据ええええ置置置置くくくくだだだだけでけでけでけで減税減税減税減税ではありまではありまではありまではありませんせんせんせん。。。。総総総総額額額額4444....5555兆円兆円兆円兆円、、、、１１１１世世世世帯当帯当帯当帯当たりたりたりたり６６６６万万万万
2222000000000000円円円円、、、、１１１１人人人人２２２２万万万万7777000000000000円円円円のののの大増大増大増大増税税税税ですですですです。。。。所所所所得得得得のののの低低低低いいいい人人人人によりによりによりにより重重重重いいいい負担負担負担負担となるとなるとなるとなる消費税消費税消費税消費税はははは、、、、税税税税
率率率率をををを上上上上げげげげるるるるほほほほどどどど貧困貧困貧困貧困とととと格差格差格差格差がががが拡大拡大拡大拡大しますしますしますします。。。。反反反反面面面面、、、、大大大大企企企企業業業業へのへのへのへの減税減税減税減税はははは３３３３兆円兆円兆円兆円、、、、来年来年来年来年度度度度以以以以降降降降ささささ
らにらにらにらに１１１１兆円兆円兆円兆円をををを減税減税減税減税予予予予定定定定ですですですです。。。。11110000％％％％増増増増税税税税でででで県県県県民民民民のののの負担増負担増負担増負担増はははは幾幾幾幾らとらとらとらと試算試算試算試算さささされれれれ、、、、廃廃廃廃業業業業やややや倒倒倒倒産産産産なななな
どどどど中小中小中小中小業業業業者者者者へのへのへのへの影響影響影響影響はどうなるのですかはどうなるのですかはどうなるのですかはどうなるのですか。。。。大大大大もうけをもうけをもうけをもうけを上上上上げげげげているているているている大大大大企企企企業業業業とととと富裕層富裕層富裕層富裕層にににに応応応応分分分分のののの
負担負担負担負担をををを求求求求めるめるめるめる税税税税制制制制にににに改改改改めめめめ、、、、消費税消費税消費税消費税11110000％％％％増増増増税税税税をををを中止中止中止中止すすすすべべべべきですきですきですきです。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権のののの悪悪悪悪政政政政のののの防波防波防波防波堤堤堤堤になってになってになってになって、、、、県県県県民民民民のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを守守守守るためにるためにるためにるために

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困対貧困対貧困対貧困対策策策策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県がががが全全全全国国国国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて貧困貧困貧困貧困調査調査調査調査をををを行行行行いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、中間報中間報中間報中間報告告告告をををを受受受受けたけたけたけた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まいまいまいま
すすすす。。。。

ｲｲｲｲ 調査結調査結調査結調査結果果果果でででで明明明明らかになったらかになったらかになったらかになったこここことととと、、、、及及及及びびびび課題課題課題課題についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 33330000億円億円億円億円のののの基基基基金金金金創創創創設設設設はははは、、、、貧困対貧困対貧困対貧困対策策策策にににに大大大大きくきくきくきく資資資資するとするとするとすると考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、
計画計画計画計画をををを推進推進推進推進しししし実行実行実行実行するするするする「「「「子子子子どもどもどもども未未未未来課来課来課来課((((仮称仮称仮称仮称))))」」」」がががが必必必必要要要要とととと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。

ｴｴｴｴ 新新新新年年年年度度度度予予予予算案算案算案算案でででで貧困対貧困対貧困対貧困対策関連策関連策関連策関連のののの予予予予算算算算はははは、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、医療医療医療医療、、、、教教教教育育育育、、、、雇雇雇雇用用用用などなどなどなど幾幾幾幾つのつのつのつの施策施策施策施策をををを実実実実
施施施施してしてしてして予予予予算算算算額額額額はははは総総総総額幾額幾額幾額幾らですからですからですからですか。。。。

ｵｵｵｵ 既存既存既存既存のののの国国国国のののの制度制度制度制度をををを十十十十分分分分にににに活用活用活用活用しししし、、、、拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((ｱｱｱｱ))))低所低所低所低所得得得得世世世世帯帯帯帯のののの子供子供子供子供をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした各各各各種種種種のののの減減減減免免免免をををを検討検討検討検討すすすすべべべべきときときときと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 就学援就学援就学援就学援助助助助のののの実施率実施率実施率実施率はははは、、、、同同同同じじじじくくくく調査調査調査調査をををを行行行行ったったったった大大大大阪阪阪阪市市市市とととと比較比較比較比較してどうなっていますかしてどうなっていますかしてどうなっていますかしてどうなっていますか。。。。就学就学就学就学
援援援援助助助助のののの実施率実施率実施率実施率19191919％％％％をををを33330000％％％％にににに引引引引きききき上上上上げげげげるとるとるとると、、、、何何何何人人人人がががが支給対支給対支給対支給対象象象象になりますかになりますかになりますかになりますか。。。。引引引引きききき上上上上げげげげにににに
ついてついてついてついて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 保育保育保育保育料料料料のののの助助助助成成成成をををを拡充拡充拡充拡充するするするするこここことととと、、、、及及及及びびびび母母母母子子子子・・・・父父父父子世子世子世子世帯帯帯帯のののの認認認認可可可可外外外外のののの保育保育保育保育料料料料補助補助補助補助のののの実実実実績績績績とととと新新新新
年年年年度度度度のののの計画計画計画計画、、、、またまたまたまた、、、、低所低所低所低所得得得得者者者者へのへのへのへの認認認認可可可可外外外外保育保育保育保育料料料料のののの補助補助補助補助をををを実施実施実施実施するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((2222)))) 介護介護介護介護保険保険保険保険制度制度制度制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自民自民自民自民・・・・公公公公明明明明政政政政権権権権がががが2222000014141414年年年年にににに可可可可決決決決したしたしたした「「「「医療医療医療医療・・・・介護総介護総介護総介護総合法合法合法合法」」」」はははは、、、、社社社社会会会会的介護的介護的介護的介護からからからから自自自自己責己責己責己責任任任任
にするにするにするにする改悪改悪改悪改悪ですですですです。。。。介護制度介護制度介護制度介護制度をどのようにをどのようにをどのようにをどのように変変変変更更更更するのかするのかするのかするのか政政政政府府府府のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。介護外介護外介護外介護外しししし
やややや負担増負担増負担増負担増によるによるによるによる介護介護介護介護保険保険保険保険制度制度制度制度のののの改悪改悪改悪改悪をををを中止中止中止中止させさせさせさせ、、、、所所所所得得得得のののの多多多多いいいい少少少少ないにかかわらないにかかわらないにかかわらないにかかわらずずずず、、、、安安安安
心心心心してしてしてして社社社社会会会会的的的的なななな介護介護介護介護がががが受受受受けられるようにけられるようにけられるようにけられるように政政政政府府府府にににに求求求求めるめるめるめるべべべべきではないですかきではないですかきではないですかきではないですか。。。。

ｲｲｲｲ 2222000017171717年年年年４４４４月月月月からからからから、、、、要要要要支援支援支援支援１１１１、、、、２２２２のののの訪訪訪訪問問問問介護介護介護介護とととと通所介護通所介護通所介護通所介護をををを介護介護介護介護保険保険保険保険からからからから外外外外しししし市市市市町村町村町村町村のののの「「「「新総新総新総新総
合事合事合事合事業業業業」」」」にににに移移移移すすすす予予予予定定定定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。。。。先先先先行実施行実施行実施行実施したしたしたした自自自自治治治治体体体体でででで要要要要支援支援支援支援者者者者外外外外しによるしによるしによるしによる重重重重症症症症
化化化化でででで悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴がががが上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。県内県内県内県内でのでのでのでの対対対対象象象象者者者者はははは何何何何人人人人ですかですかですかですか。。。。県県県県がががが市市市市町村町村町村町村をををを支援支援支援支援してしてしてしてここここ
れまでれまでれまでれまで行行行行われたわれたわれたわれた介護支援介護支援介護支援介護支援をををを継続継続継続継続できるようにするできるようにするできるようにするできるようにするこここことについてとについてとについてとについて

ｳｳｳｳ 通所介護通所介護通所介護通所介護事事事事業所業所業所業所のののの「「「「認認認認知知知知症症症症加加加加算算算算」」」」はははは研修修研修修研修修研修修了了了了者者者者配配配配置置置置がががが条件条件条件条件となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。県県県県がががが行行行行ってってってって
いるいるいるいる３３３３回回回回のののの研修研修研修研修ではではではでは申申申申しししし込込込込んだんだんだんだ半数半数半数半数もももも受受受受講講講講できないできないできないできない。。。。実施実施実施実施回回回回数数数数やややや受受受受講講講講人人人人数数数数ををををふふふふやしてやしてやしてやしてほほほほ
しいとのしいとのしいとのしいとの要望要望要望要望がありますがありますがありますがあります。。。。現現現現状状状状とととと拡大拡大拡大拡大するするするするこここことについてとについてとについてとについて

ｴｴｴｴ 介護介護介護介護報報報報酬酬酬酬のののの引引引引きききき下下下下げげげげでででで、、、、事事事事業所業所業所業所のののの介護職員不介護職員不介護職員不介護職員不足足足足はははは深刻深刻深刻深刻ですですですです。。。。賃金賃金賃金賃金などなどなどなど待遇待遇待遇待遇改善改善改善改善策策策策やややや
介護職員介護職員介護職員介護職員確保確保確保確保のためののためののためののための県県県県のののの対対対対策策策策はははは急急急急務務務務ですですですです。。。。地地地地域域域域医療医療医療医療介護介護介護介護確保基確保基確保基確保基金金金金はははは、、、、介護職員介護職員介護職員介護職員のののの
確保確保確保確保にもにもにもにも活用活用活用活用さささされますがれますがれますがれますが、、、、計画計画計画計画とととと実実実実績績績績をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｵｵｵｵ 特別特別特別特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機機機機者者者者はははは何何何何人人人人いますかいますかいますかいますか。。。。増増増増設設設設するするするするこここことについてとについてとについてとについて、、、、計画計画計画計画はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ていますかていますかていますかていますか。。。。
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((((3333)))) 国国国国民民民民健康保険健康保険健康保険健康保険制度制度制度制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医療費医療費医療費医療費をををを引引引引きききき下下下下げげげげるかるかるかるか、、、、国保保険税国保保険税国保保険税国保保険税をををを引引引引きききき上上上上げげげげるかをるかをるかをるかを迫迫迫迫るるるる政政政政府府府府のののの医療費医療費医療費医療費抑抑抑抑制制制制策策策策としてとしてとしてとして、、、、
県県県県がががが国保国保国保国保のののの実施主実施主実施主実施主体体体体となるとなるとなるとなる都都都都道道道道府府府府県県県県化化化化がががが実施実施実施実施さささされようとしていますれようとしていますれようとしていますれようとしています。。。。県県県県民民民民はははは高高高高過過過過ぎぎぎぎてててて負負負負
担能担能担能担能力力力力をををを超超超超えたえたえたえた国保税国保税国保税国保税をををを払払払払えないえないえないえない深刻深刻深刻深刻なななな事事事事態態態態となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。滞滞滞滞納世納世納世納世帯帯帯帯とととと人人人人数数数数のののの推移推移推移推移、、、、
治療中治療中治療中治療中断断断断やややや重重重重症症症症化化化化したしたしたした患患患患者者者者はははは県県県県立病院立病院立病院立病院でいますかでいますかでいますかでいますか。。。。県県県県民民民民がががが安安安安心心心心してしてしてして医者医者医者医者にかかれるよにかかれるよにかかれるよにかかれるよ
うにうにうにうに、、、、県県県県がががが市市市市町村町村町村町村のののの国保会国保会国保会国保会計計計計にににに対対対対しししし補助補助補助補助をををを行行行行ううううこここことについてとについてとについてとについて

ｲｲｲｲ 18181818歳未満歳未満歳未満歳未満でででで5555000000000000人人人人のののの子供子供子供子供がががが国保国保国保国保証証証証をををを未未未未交付交付交付交付になっているになっているになっているになっている実実実実態態態態をををを明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにして、、、、18181818歳未歳未歳未歳未
満満満満へのへのへのへの無無無無条件条件条件条件交付交付交付交付がががが実現実現実現実現しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、市市市市町村町村町村町村別別別別のののの交付交付交付交付状況状況状況状況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。。。。

ｳｳｳｳ 国保法国保法国保法国保法44444444条条条条のののの医療費減医療費減医療費減医療費減額額額額・・・・免免免免除除除除のののの実施実施実施実施状況状況状況状況とととと拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((4444)))) 今今今今回回回回のののの調査調査調査調査でででで、、、、母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯などなどなどなど子供子供子供子供のいるのいるのいるのいるひひひひとりとりとりとり親世親世親世親世帯帯帯帯のののの貧困貧困貧困貧困率率率率がががが58585858....9999％％％％とととと非非非非常常常常にににに高高高高いいいい実実実実
態態態態がががが明明明明らかになりましたらかになりましたらかになりましたらかになりました。。。。ひひひひとりとりとりとり親支援親支援親支援親支援をををを重重重重視視視視すすすすべべべべきときときときと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、見解見解見解見解とととと支援支援支援支援策策策策をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((5555)))) 公公公公共共共共交交交交通機通機通機通機関関関関のののの不不不不十十十十分分分分なななな沖縄沖縄沖縄沖縄でででで、、、、母母母母子子子子などのなどのなどのなどのひひひひとりとりとりとり親世親世親世親世帯帯帯帯はははは、、、、子供子供子供子供のののの保育保育保育保育園園園園のののの送送送送迎迎迎迎、、、、子子子子
供供供供のののの急急急急なななな病病病病気気気気などなどなどなど、、、、健康健康健康健康でででで文文文文化的化的化的化的なななな生生生生活活活活をををを営営営営むむむむ上上上上でででで車車車車のののの使用使用使用使用はははは欠欠欠欠かかかかせせせせまままませんせんせんせん。。。。国国国国はははは生生生生
活保活保活保活保護世護世護世護世帯帯帯帯のののの車車車車のののの使用使用使用使用をををを認認認認めていまめていまめていまめていませんせんせんせんがががが、、、、県県県県がががが車車車車のののの使用使用使用使用をををを認認認認めるめるめるめるこここことについてとについてとについてとについて

((((6666)))) 子供子供子供子供医療費医療費医療費医療費のののの無料化無料化無料化無料化をををを国国国国のののの制度制度制度制度とするようとするようとするようとするよう求求求求めるめるめるめるこここことについてとについてとについてとについて。。。。またまたまたまた、、、、中中中中学校学校学校学校卒卒卒卒業業業業までまでまでまで窓窓窓窓
口口口口払払払払いのないいのないいのないいのない、、、、一一一一部部部部負担負担負担負担のないのないのないのない完完完完全無料全無料全無料全無料をををを実現実現実現実現するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((7777)))) 学童学童学童学童保育保育保育保育のののの保育保育保育保育料料料料がががが負担負担負担負担できできできできずずずずにににに学童学童学童学童クラクラクラクラブブブブにににに入入入入れないれないれないれない子子子子がいますがいますがいますがいます。。。。県県県県がががが独自独自独自独自のののの補助補助補助補助をををを
行行行行いいいい、、、、低所低所低所低所得得得得世世世世帯帯帯帯のののの保育保育保育保育料料料料をををを軽減軽減軽減軽減してしてしてして希希希希望望望望するするするする全全全全てのてのてのての子供子供子供子供がががが入入入入所所所所できるようにするできるようにするできるようにするできるようにするこここことにとにとにとに
ついてついてついてついて。。。。またまたまたまた、、、、指指指指導導導導員員員員のののの賃金賃金賃金賃金引引引引きききき上上上上げげげげやややや処処処処遇遇遇遇をををを改善改善改善改善するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((8888)))) 学校給食学校給食学校給食学校給食費費費費のののの滞滞滞滞納状況納状況納状況納状況はははは小小小小学校学校学校学校、、、、中中中中学校学校学校学校でどうなっていますかでどうなっていますかでどうなっていますかでどうなっていますか。。。。子供子供子供子供のののの成長成長成長成長にににに必必必必要要要要なななな栄栄栄栄
養養養養豊富豊富豊富豊富なななな食食食食事事事事となっているとなっているとなっているとなっている学校給食学校給食学校給食学校給食はははは教教教教育育育育のののの一一一一環環環環としてもとしてもとしてもとしても重要重要重要重要ですですですです。。。。県県県県とととと、、、、市市市市町村町村町村町村がががが補助補助補助補助
をををを行行行行ってってってって無料無料無料無料にするにするにするにするこここことについてとについてとについてとについて

((((9999)))) 子子子子育育育育てててて世世世世帯帯帯帯のののの孤孤孤孤立化立化立化立化はははは虐虐虐虐待待待待のののの大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因とととと指摘指摘指摘指摘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、、、、児童児童児童児童委委委委員員員員のののの体制体制体制体制とととと取取取取りりりり
組組組組みはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますか。。。。要保要保要保要保護児童対護児童対護児童対護児童対策策策策協議協議協議協議会会会会のののの設置設置設置設置状況状況状況状況とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、拡充拡充拡充拡充をををを伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((11110000))))那覇那覇那覇那覇市市市市、、、、沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市にににに設置設置設置設置さささされているれているれているれている母母母母子生子生子生子生活活活活支援支援支援支援施設施設施設施設をををを全全全全てのてのてのての市市市市にににに設置設置設置設置をををを進進進進めるめるめるめる
こここことについてとについてとについてとについて。。。。またまたまたまた、、、、夜夜夜夜間間間間のののの保育保育保育保育園園園園やややや学童学童学童学童クラクラクラクラブブブブをををを増増増増設設設設するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((11111111))))生生生生活活活活福祉福祉福祉福祉貸付貸付貸付貸付資資資資金金金金、、、、母母母母子子子子父父父父子子子子寡婦寡婦寡婦寡婦福祉資福祉資福祉資福祉資金金金金のののの貸付貸付貸付貸付条件条件条件条件のののの緩緩緩緩和和和和、、、、返済返済返済返済猶猶猶猶予予予予やややや減減減減額額額額・・・・免免免免除除除除
をををを行行行行ううううこここことについてとについてとについてとについて

((((12121212))))待待待待機児童機児童機児童機児童解消解消解消解消のためにのためにのためにのために認認認認可可可可保育保育保育保育園園園園をををを増増増増設設設設すすすすべべべべきですがきですがきですがきですが、、、、県内県内県内県内でででで待待待待機児童機児童機児童機児童がががが全全全全国国国国22220000位位位位まままま
でのでのでのでの市市市市町村町村町村町村はどはどはどはどここここですかですかですかですか。。。。国国国国有有有有財財財財産産産産沖縄地方沖縄地方沖縄地方沖縄地方審審審審議議議議会会会会でででで、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市にあるにあるにあるにある合同合同合同合同宿宿宿宿舎舎舎舎前前前前田田田田住住住住
宅宅宅宅敷敷敷敷地地地地のののの一一一一部部部部をををを保育保育保育保育園園園園用地用地用地用地としてとしてとしてとして貸貸貸貸与与与与するするするするこここことがとがとがとが決決決決められましためられましためられましためられました。。。。県県県県がががが積積積積極極極極的的的的にににに支援支援支援支援するするするする
こここことについてとについてとについてとについて。。。。またまたまたまた、、、、保育保育保育保育士士士士不不不不足足足足をををを早早早早急急急急にににに改善改善改善改善すすすすべべべべきですがきですがきですがきですが、、、、処処処処遇遇遇遇改善改善改善改善はどうなっていまはどうなっていまはどうなっていまはどうなっていま
すかすかすかすか。。。。

((((13131313))))ワワワワンストンストンストンストッッッッププププ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターについてーについてーについてーについて、、、、病院病院病院病院へのへのへのへの設置設置設置設置やややや体制体制体制体制、、、、予予予予算算算算をををを拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((14141414))))情情情情緒緒緒緒障害児障害児障害児障害児短短短短期治療施設期治療施設期治療施設期治療施設のののの設置設置設置設置はははは、、、、我我我我がががが党党党党はははは2222000000004444年年年年にににに提提提提案案案案してしてしてして以来以来以来以来、、、、何何何何度度度度かかかか設置設置設置設置をををを求求求求
めてきましためてきましためてきましためてきました。。。。建建建建設設設設についてについてについてについて新新新新年年年年度度度度予予予予算算算算でででで計上計上計上計上さささされていますかれていますかれていますかれていますか。。。。計画計画計画計画内内内内容容容容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((15151515))))高齢高齢高齢高齢者者者者やややや母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭などなどなどなど保保保保証証証証人人人人がいないがいないがいないがいない人人人人のののの家賃家賃家賃家賃保保保保証証証証をするをするをするをする、、、、住宅住宅住宅住宅支援協議支援協議支援協議支援協議会会会会のののの家賃家賃家賃家賃債債債債
務務務務保保保保証証証証制度制度制度制度のののの実実実実績績績績のののの推移推移推移推移とととと拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて。。。。またまたまたまた、、、、低所低所低所低所得得得得者者者者のののの家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助やややや入入入入居居居居のののの
ためのためのためのための支度支度支度支度金金金金のののの補助補助補助補助制度制度制度制度をををを創創創創設設設設するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((16161616))))2222000015151515年年年年度度度度にににに政政政政府府府府はははは母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯のののの高高高高等等等等技技技技能能能能訓練訓練訓練訓練給給給給付付付付をををを３３３３年間年間年間年間からからからから２２２２年間年間年間年間にににに給給給給付付付付期間期間期間期間をををを短短短短縮縮縮縮
しましたしましたしましたしました。。。。私私私私はははは３３３３年間年間年間年間給給給給付付付付のののの継続継続継続継続をををを求求求求めてめてめてめて、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは独自独自独自独自にににに継続継続継続継続をしましたをしましたをしましたをしました。。。。給給給給付付付付のののの実実実実績績績績
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。。。。自立支援自立支援自立支援自立支援にににに有有有有効効効効策策策策とととと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((17171717))))県県県県のののの子子子子どもどもどもども会育成連会育成連会育成連会育成連絡協議絡協議絡協議絡協議会会会会やややや婦婦婦婦人連合会人連合会人連合会人連合会、、、、青青青青年会年会年会年会などへのなどへのなどへのなどへの補助補助補助補助をををを増増増増額額額額するするするするこここことについとについとについとについ
てててて

((((18181818))))障害障害障害障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条条条例例例例のののの活用活用活用活用状況状況状況状況についてについてについてについて。。。。市市市市町村町村町村町村
のののの相談窓相談窓相談窓相談窓口口口口のののの設置設置設置設置状況状況状況状況とととと計画計画計画計画についてについてについてについて。。。。公公公公共施設共施設共施設共施設のバのバのバのバリリリリアアアアフフフフリリリリーーーー状況状況状況状況。。。。またまたまたまた、、、、当当当当事者事者事者事者からからからから
寄寄寄寄せせせせられるられるられるられる意見内意見内意見内意見内容容容容とととと対応対応対応対応についてについてについてについて

((((19191919))))ががががんんんん対対対対策策策策推進計画推進計画推進計画推進計画のののの実実実実績績績績とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。就労支援就労支援就労支援就労支援ややややピピピピアアアアササササポポポポートートートート、、、、相談窓相談窓相談窓相談窓口口口口ははははふふふふやややや
していますかしていますかしていますかしていますか。。。。拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((22220000))))新新新新年年年年度度度度のののの少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級のののの拡大計画拡大計画拡大計画拡大計画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。教教教教室室室室不不不不足足足足のためののためののためののための加配教師加配教師加配教師加配教師がががが始始始始業業業業にににに間間間間にににに
合合合合わなかったのはわなかったのはわなかったのはわなかったのは何何何何クラスありましたかクラスありましたかクラスありましたかクラスありましたか。。。。年年年年度初度初度初度初日日日日からからからから配配配配置置置置するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((21212121))))給給給給付付付付制制制制のののの奨奨奨奨学学学学金金金金制度制度制度制度をををを実施実施実施実施しますがしますがしますがしますが、、、、計画計画計画計画内内内内容容容容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。県内県内県内県内のののの大学生大学生大学生大学生、、、、専門専門専門専門学校生学校生学校生学校生
にもにもにもにも拡充拡充拡充拡充すすすすべべべべきときときときと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、検討検討検討検討するするするするこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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((((22222222))))父父父父母母母母やややや関係者関係者関係者関係者のののの運動運動運動運動がががが実実実実ってってってって、、、、那覇那覇那覇那覇特別特別特別特別支援学校支援学校支援学校支援学校のののの建建建建設場設場設場設場所所所所がががが決決決決まりましたまりましたまりましたまりました。。。。建建建建設設設設計画計画計画計画
とととと開校開校開校開校時期時期時期時期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。。。。

((((23232323))))スクールスクールスクールスクールソソソソーシャルーシャルーシャルーシャルワワワワーーーーカカカカーをーをーをーを正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用でででで全学校全学校全学校全学校にににに配配配配置置置置してしてしてして、、、、家庭家庭家庭家庭状況状況状況状況をををを迅速迅速迅速迅速にににに把握把握把握把握しししし
てててて貧困貧困貧困貧困からからからから子供子供子供子供をををを守守守守るるるる仕仕仕仕組組組組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくるこここことについてとについてとについてとについて

((((24242424))))離島児童生徒支援離島児童生徒支援離島児童生徒支援離島児童生徒支援セセセセンンンンタタタターがーがーがーが入入入入寮寮寮寮をををを開開開開始始始始しましたしましたしましたしました。。。。対対対対象象象象離島離島離島離島のののの数数数数とととと生徒生徒生徒生徒数数数数、、、、生徒生徒生徒生徒やややや関係関係関係関係
者者者者のののの感感感感想想想想をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。今後今後今後今後のののの入入入入寮寮寮寮計画計画計画計画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。。。。

((((25252525))))小中小中小中小中学校学校学校学校やややや県県県県立学校立学校立学校立学校のののの各各各各種種種種派派派派遣遣遣遣費費費費はははは、、、、父父父父母母母母負担負担負担負担がががが重重重重いといういといういといういという声声声声がががが多多多多くくくく寄寄寄寄せせせせらていますらていますらていますらています。。。。
派派派派遣遣遣遣費費費費のののの補助補助補助補助をををを増増増増額額額額するするするするこここことについてとについてとについてとについて

((((26262626))))ワワワワーキングプアでーキングプアでーキングプアでーキングプアで、、、、働働働働いてもいてもいてもいても働働働働いてもいてもいてもいても将将将将来来来来にににに希希希希望望望望をををを持持持持てないてないてないてない若若若若者者者者。。。。結結結結婚婚婚婚してもしてもしてもしても収収収収入入入入がががが低低低低くくくく
暮暮暮暮らしがらしがらしがらしが成成成成りりりり立立立立たたたたずずずずにににに離離離離婚婚婚婚せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない夫夫夫夫婦婦婦婦。。。。非正非正非正非正規規規規雇雇雇雇用用用用からからからから正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用にするためのにするためのにするためのにするための
具具具具体体体体策策策策がががが急急急急務務務務ですですですです。。。。正正正正規規規規雇雇雇雇用率用率用率用率をををを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数数数数値値値値目目目目標標標標とととと予予予予算措置算措置算措置算措置をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。県県県県
内内内内進出進出進出進出のののの公的資公的資公的資公的資金金金金がががが投投投投入入入入さささされているれているれているれている事事事事業所業所業所業所にににに正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用をををを義義義義務務務務づけするづけするづけするづけするこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、県県県県発注工発注工発注工発注工事事事事やややや指指指指定定定定管管管管理理理理でででで労働労働労働労働者者者者のののの賃金賃金賃金賃金やややや労働労働労働労働条件条件条件条件をををを定定定定めるめるめるめる公公公公契契契契約約約約条条条条例例例例
をををを制制制制定定定定するするするするこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。


