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

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 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 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上のののの目標目標目標目標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のののの大学進学率大学進学率大学進学率大学進学率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)))) 奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度のシステムはどうなっているかのシステムはどうなっているかのシステムはどうなっているかのシステムはどうなっているか。。。。

2222 児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新しくなったしくなったしくなったしくなった保育保育保育保育のののの指針指針指針指針をどうをどうをどうをどう思思思思うかうかうかうか。。。。

((((2222)))) 新指針新指針新指針新指針をををを受受受受けてけてけてけて沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい施策施策施策施策があるかがあるかがあるかがあるか。。。。

3333 西普天間西普天間西普天間西普天間のののの返還地返還地返還地返還地についてについてについてについて

((((1111)))) 国際医療拠点計画国際医療拠点計画国際医療拠点計画国際医療拠点計画のののの要請要請要請要請についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地のののの整備整備整備整備だけをだけをだけをだけを視野視野視野視野にににに入入入入れているのかれているのかれているのかれているのか。。。。

4444 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光についてについてについてについて

((((1111)))) 観光入客数観光入客数観光入客数観光入客数についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 将来将来将来将来のののの飛行機飛行機飛行機飛行機とクルーズとクルーズとクルーズとクルーズ船船船船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伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　安弘安弘安弘安弘（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事

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)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄がががが平和平和平和平和のののの緩衝地帯緩衝地帯緩衝地帯緩衝地帯となるとなるとなるとなる」」」」とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような状態状態状態状態をををを言言言言うのかうのかうのかうのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 安全保障安全保障安全保障安全保障とととと基地政策基地政策基地政策基地政策についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「万国津梁万国津梁万国津梁万国津梁フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム」」」」のののの開催予定開催予定開催予定開催予定をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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移設問題移設問題移設問題移設問題でででで地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課はははは全国全国全国全国のののの飛行場飛行場飛行場飛行場をををを調査調査調査調査したとしたとしたとしたと思思思思うがそのうがそのうがそのうがその調調調調
査結果査結果査結果査結果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 基地使用協定基地使用協定基地使用協定基地使用協定についてについてについてについて他府県他府県他府県他府県のののの米軍関連施設米軍関連施設米軍関連施設米軍関連施設はどのようなはどのようなはどのようなはどのような状況状況状況状況になっているかになっているかになっているかになっているか。。。。

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 昨年昨年昨年昨年「「「「進学力進学力進学力進学力グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップ推進事業推進事業推進事業推進事業」」」」にににに参加参加参加参加したしたしたした２２２２年生年生年生年生（（（（現現現現３３３３年生年生年生年生））））のののの来春来春来春来春のののの入試入試入試入試にににに向向向向けけけけ
たたたた状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省がががが行行行行ったったったった「「「「学校学校学校学校とととと警察警察警察警察のののの連携連携連携連携にににに係係係係るるるる緊急調査緊急調査緊急調査緊急調査」」」」のののの結果結果結果結果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 開邦高校開邦高校開邦高校開邦高校とととと球陽高校球陽高校球陽高校球陽高校のののの併設型中学校併設型中学校併設型中学校併設型中学校はははは、、、、開校開校開校開校にににに向向向向けてけてけてけて予算予算予算予算やややや施設面施設面施設面施設面におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題をををを克克克克
服服服服しししし、、、、２２２２クラスでのスタートをクラスでのスタートをクラスでのスタートをクラスでのスタートを目指目指目指目指すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

((((4444)))) 開校開校開校開校にににに向向向向けてけてけてけて万全万全万全万全なななな体制体制体制体制でででで臨臨臨臨むべきであるがむべきであるがむべきであるがむべきであるが、、、、各校各校各校各校からのからのからのからの要望要望要望要望とそれにとそれにとそれにとそれに対対対対するするするする県県県県のののの取取取取りりりり
組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 公文書管理行政公文書管理行政公文書管理行政公文書管理行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立公文書館県立公文書館県立公文書館県立公文書館でででで保存保存保存保存されているされているされているされている「「「「陸軍兵陸軍兵陸軍兵陸軍兵籍簿籍簿籍簿籍簿」」」」はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民がががが戦争戦争戦争戦争にににに巻巻巻巻きききき込込込込ままままれていっれていっれていっれていっ
たたたた過程過程過程過程とととと結果結果結果結果をををを知知知知るるるる貴重貴重貴重貴重なななな資料資料資料資料であるであるであるである。。。。琉琉琉琉球政府文書球政府文書球政府文書球政府文書アーアーアーアーカイブカイブカイブカイブスススス事業事業事業事業とはとはとはとは別建別建別建別建てのてのてのての一一一一
括交付括交付括交付括交付金事業金事業金事業金事業としてとしてとしてとして保存保存保存保存修復修復修復修復をををを手手手手がけるがけるがけるがける必必必必要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。

((((2222)))) 県県県県内内内内のののの創創創創立立立立111100000000年年年年以以以以上上上上のののの学校学校学校学校についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学校学校学校学校のののの建建建建てかてかてかてかええええ等等等等によるによるによるによる資料散逸資料散逸資料散逸資料散逸のおそれのおそれのおそれのおそれももももあるあるあるある。。。。公文書管理行政公文書管理行政公文書管理行政公文書管理行政としてとしてとしてとして、、、、それらのそれらのそれらのそれらの資資資資
料料料料のののの歴史的価値歴史的価値歴史的価値歴史的価値からからからから、、、、市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの支援支援支援支援をすべきだとをすべきだとをすべきだとをすべきだと考考考考ええええるがるがるがるが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。。。。

ｲｲｲｲ 石垣市石垣市石垣市石垣市立立立立登登登登野野野野城小城小城小城小学校学校学校学校がががが建建建建てかてかてかてかええええをををを迎迎迎迎ええええているがているがているがているが、、、、保存保存保存保存、、、、散逸散逸散逸散逸をををを防防防防ぐぐぐぐためのためのためのための目目目目録作成録作成録作成録作成
などなどなどなど地地地地元元元元教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会とのとのとのとの協協協協議議議議がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。

5555 首里城首里城首里城首里城公公公公園内園内園内園内のののの史史史史跡跡跡跡についてについてについてについて

((((1111)))) 円覚寺円覚寺円覚寺円覚寺「「「「山門山門山門山門」」」」のののの復元工復元工復元工復元工事事事事とととと周辺周辺周辺周辺のののの整備整備整備整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 弁弁弁弁財財財財天天天天堂堂堂堂はははは復元復元復元復元されてされてされてされて47474747年年年年がたとうとしているががたとうとしているががたとうとしているががたとうとしているが、、、、文文文文化財化財化財化財指定指定指定指定をををを進進進進めるめるめるめる時時時時期期期期にににに来来来来ているのているのているのているの
ではないかではないかではないかではないか。。。。
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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27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 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 知事知事知事知事をををを先頭先頭先頭先頭としたとしたとしたとした訪訪訪訪米米米米についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事訪訪訪訪米米米米のののの意義意義意義意義とととと成成成成果果果果についてについてについてについて

((((2222)))) 同同同同行行行行訪訪訪訪米米米米団団団団はははは、、、、下院議員本人下院議員本人下院議員本人下院議員本人11115555人人人人、、、、上上上上下両院議員下両院議員下両院議員下両院議員のののの補佐官補佐官補佐官補佐官33330000人人人人、、、、シシシシンンンンクタクタクタクタンンンンクなどのクなどのクなどのクなどの
11110000のののの個人個人個人個人・・・・団団団団体体体体、、、、合計合計合計合計55555555回回回回、、、、団団団団体体体体・・・・個人個人個人個人とととと会会会会談談談談しししし、、、、約約約約90909090人近人近人近人近くにくにくにくに直接直接直接直接沖縄沖縄沖縄沖縄のののの民意民意民意民意をををを伝伝伝伝ええええ
たたたた。。。。ここここのののの意義意義意義意義とととと成成成成果果果果についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

2222 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去、、、、辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設反反反反対対対対、、、、米米米米海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊のののの撤退撤退撤退撤退についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの危険性危険性危険性危険性はははは放置放置放置放置できないできないできないできない、、、、まずまずまずまず即刻運即刻運即刻運即刻運用用用用をををを停止停止停止停止しししし閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖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。。。。

((((2222)))) アアアアメリカメリカメリカメリカのののの有識有識有識有識者者者者とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談のののの中中中中でででで、「、「、「、「海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊ははははももももういらないういらないういらないういらない軍軍軍軍隊隊隊隊だだだだ」、「」、「」、「」、「海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊はははは自自自自らのらのらのらの存存存存在在在在
意義意義意義意義をををを強強強強調調調調するためにするためにするためにするために必死必死必死必死になっているになっているになっているになっている」」」」とととと話話話話していたがしていたがしていたがしていたが、、、、海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊はははは沖縄沖縄沖縄沖縄をををを守守守守るるるる軍軍軍軍隊隊隊隊ではではではでは
ないないないない、、、、撤退撤退撤退撤退をををを求求求求めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「米軍米軍米軍米軍はははは世界世界世界世界各地各地各地各地でででで基地基地基地基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をををを進進進進めてきためてきためてきためてきた。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれにれにれにれに理理理理由由由由があるががあるががあるががあるが、、、、共通共通共通共通しししし
ているのはているのはているのはているのは、、、、軍事軍事軍事軍事費削減費削減費削減費削減のののの関係関係関係関係でででで閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖されているされているされているされている」、「」、「」、「」、「日本日本日本日本やややや沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍はははは思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算
などなどなどなど日本日本日本日本政府政府政府政府がおがおがおがお金金金金をををを出出出出しているのでしているのでしているのでしているので撤退撤退撤退撤退しないのだしないのだしないのだしないのだ」」」」とととと語語語語っていたっていたっていたっていた。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍のののの駐留駐留駐留駐留
経費経費経費経費とととと思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算などはなどはなどはなどは廃止廃止廃止廃止すべきとすべきとすべきとすべきと県県県県としてとしてとしてとして政府政府政府政府にににに申申申申しししし入入入入
れるべきではないかれるべきではないかれるべきではないかれるべきではないか。。。。

((((4444)))) 辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地のののの建建建建設設設設費費費費用用用用はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。日本日本日本日本政府政府政府政府がががが全全全全額負担額負担額負担額負担するのかするのかするのかするのか。。。。

((((5555)))) 辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設阻止阻止阻止阻止にににに向向向向けたけたけたけた知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) ハワイハワイハワイハワイでででで墜落墜落墜落墜落したしたしたしたオオオオスプレスプレスプレスプレイイイイはははは、「、「、「、「ブブブブォルテックォルテックォルテックォルテック・リン・リン・リン・リングステートグステートグステートグステート」」」」にににに陥陥陥陥りりりり墜落墜落墜落墜落したとしたとしたとしたと専門家専門家専門家専門家がががが
指指指指摘摘摘摘しているしているしているしている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ででででもももも墜落墜落墜落墜落のののの危険危険危険危険がががが高高高高いといといといと思思思思わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、全機全機全機全機のののの訓練停止訓練停止訓練停止訓練停止とととと撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるめるめるめる
べきであるべきであるべきであるべきである。。。。

3333 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地にににに米米米米ババババーーーーモンモンモンモントトトト州州州州軍軍軍軍ののののＦＦＦＦ11116666戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機がががが飛来飛来飛来飛来したしたしたした。。。。ここここれはれはれはれは日日日日米安保米安保米安保米安保条約違反条約違反条約違反条約違反ではなではなではなではな
いかいかいかいか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは爆音爆音爆音爆音やややや危険危険危険危険のののの掃掃掃掃きだめではないきだめではないきだめではないきだめではない。。。。アアアアメリカメリカメリカメリカのやりたいのやりたいのやりたいのやりたい放放放放題題題題にににに厳重厳重厳重厳重にににに抗議抗議抗議抗議しししし直直直直ちちちち
にににに撤退撤退撤退撤退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。。。。

4444 安安安安倍内倍内倍内倍内閣閣閣閣がががが今今今今国会国会国会国会でででで強強強強行行行行しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている「「「「安保安保安保安保法法法法制制制制案案案案」」」」はははは憲法違反憲法違反憲法違反憲法違反のののの戦争法案戦争法案戦争法案戦争法案でありでありでありであり、、、、憲憲憲憲
法法法法学者学者学者学者ののののほほほほととととんんんんどがどがどがどが違憲違憲違憲違憲とととと言言言言っているっているっているっている。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。悲惨悲惨悲惨悲惨なななな沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦をををを繰繰繰繰りりりり返返返返さないためにさないためにさないためにさないためにもももも県県県県
としてとしてとしてとして反反反反対対対対、、、、廃案廃案廃案廃案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問問問問うううう。。。。

5555 知事知事知事知事はははは、、、、訪訪訪訪米米米米前前前前のののの新新新新聞聞聞聞インインインインタタタタビュビュビュビューでーでーでーで、「、「、「、「人人人人間間間間のののの生生生生きききき方方方方としてとしてとしてとして、、、、私私私私たたたたちちちちのののの不作為不作為不作為不作為でででで子子子子やややや孫孫孫孫ににににまままま
たたたた同同同同じじじじ年年年年月月月月をををを過過過過ごごごごささささせせせせるるるるわわわわけにはいかないけにはいかないけにはいかないけにはいかない。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに生生生生ままままれてきたれてきたれてきたれてきた政治政治政治政治家家家家のののの宿命宿命宿命宿命だだだだ。。。。ピエロピエロピエロピエロにににに
なってなってなってなってもももも消消消消されてされてされてされてももももいいからいいからいいからいいから言言言言うべきうべきうべきうべきこここことととと言言言言わわわわないとないとないとないと。。。。身身身身をををを捨捨捨捨てるてるてるてる気持気持気持気持ちちちちがないとできないがないとできないがないとできないがないとできない。。。。政政政政
治治治治家家家家はははは使使使使いいいい捨捨捨捨てててて。。。。私私私私のみのみのみのみじじじじめさはめさはめさはめさは何何何何ででででももももないがないがないがないが、、、、県県県県民民民民のみのみのみのみじじじじめさはめさはめさはめさは絶絶絶絶対対対対あってはならないあってはならないあってはならないあってはならない」」」」とととと
語語語語っているがっているがっているがっているが、、、、真意真意真意真意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 米軍機米軍機米軍機米軍機のののの爆音爆音爆音爆音についてについてについてについて

((((1111)))) 最近最近最近最近、、、、米軍米軍米軍米軍のののの外外外外来機来機来機来機のののの飛来飛来飛来飛来でででで爆音爆音爆音爆音がががが増増増増加加加加しているがしているがしているがしているが実実実実態態態態をををを問問問問うううう。。。。基地基地基地基地周辺周辺周辺周辺のののの学校学校学校学校でのでのでのでの爆爆爆爆
音音音音のののの実実実実態態態態とととと授授授授業業業業やややや子供子供子供子供たたたたちちちちへのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 米軍機米軍機米軍機米軍機のののの爆音爆音爆音爆音がががが授授授授業業業業とととと子供子供子供子供たたたたちちちちにににに与与与与ええええるるるる実実実実態態態態とととと影響影響影響影響についてについてについてについて、、、、専門家専門家専門家専門家をををを含含含含めてしっかりとめてしっかりとめてしっかりとめてしっかりと
したしたしたした調査調査調査調査をををを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。。。。

7777 33330000人人人人学学学学級級級級についてについてについてについて

((((1111)))) ２２２２月議月議月議月議会会会会でででで今後今後今後今後33330000人人人人学学学学級級級級・・・・少人少人少人少人数学数学数学数学級級級級についてについてについてについて、「、「、「、「全学年全学年全学年全学年でのでのでのでの実実実実施施施施拡拡拡拡大大大大をををを目標目標目標目標にににに取取取取りりりり組組組組
んんんんででででままままいりたいいりたいいりたいいりたい」」」」とととと答弁答弁答弁答弁したがしたがしたがしたが、、、、次次次次年度年度年度年度からのからのからのからの拡拡拡拡大大大大へのへのへのへの具具具具体体体体的的的的なななな計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 33330000人人人人学学学学級級級級がががが教教教教室不足室不足室不足室不足でででで未実未実未実未実施施施施になっているになっているになっているになっている学校学校学校学校へのへのへのへの教教教教師師師師のののの配置配置配置配置をををを提案提案提案提案しししし続続続続けけけけ、、、、教育長教育長教育長教育長
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はははは今今今今年度年度年度年度からのからのからのからの配置配置配置配置をををを約束約束約束約束していたがしていたがしていたがしていたが、、、、実実実実現現現現されたかされたかされたかされたか、、、、効効効効果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

8888 平平平平成成成成23232323年年年年のののの２２２２月議月議月議月議会会会会でででで、、、、旧旧旧旧32323232軍軍軍軍壕壕壕壕をををを含含含含めためためためた戦争戦争戦争戦争遺遺遺遺跡指定跡指定跡指定跡指定をををを求求求求めためためためたこここことにとにとにとに対対対対してしてしてして、「、「、「、「文文文文化財化財化財化財指指指指
定定定定にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組むむむむ」」」」とととと答弁答弁答弁答弁していたがしていたがしていたがしていたが、、、、進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。

9999 消防消防消防消防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)))) 石垣市消防石垣市消防石垣市消防石垣市消防でででで人員不足人員不足人員不足人員不足のためにのためにのためにのために救救救救急急急急車車車車がががが出出出出動動動動できないできないできないできない事態事態事態事態になったというがになったというがになったというがになったというが、、、、全県全県全県全県のののの実実実実
態態態態とととと県県県県としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県内内内内のののの市町村消防市町村消防市町村消防市町村消防のののの増員増員増員増員、、、、充充充充足足足足率率率率のののの向上向上向上向上をををを求求求求めめめめ続続続続けてきたがけてきたがけてきたがけてきたが、、、、改善改善改善改善されているかされているかされているかされているか。。。。県県県県のののの
対応対応対応対応はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

11110000沖縄沖縄沖縄沖縄のののの生生生生物多様物多様物多様物多様性性性性をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、外外外外来来来来種種種種のののの侵侵侵侵入入入入防止防止防止防止はははは県政県政県政県政のののの重重重重要課題要課題要課題要課題だとだとだとだ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
問問問問うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717分分分分 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

((((1111)))) アアアアジジジジアアアア経経経経済済済済戦戦戦戦略構想略構想略構想略構想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ははは４４４４月月月月にににに中国中国中国中国とととと台湾台湾台湾台湾をををを訪訪訪訪問問問問されたがされたがされたがされたが、、、、目目目目的的的的とととと概概概概要要要要、、、、成成成成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。。。。

ｲｲｲｲ 構想構想構想構想実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、今後今後今後今後のののの訪訪訪訪問予定地問予定地問予定地問予定地とととと目目目目的的的的、、、、意義意義意義意義についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 終終終終戦前戦前戦前戦前のののの1111999944445555年年年年７７７７月月月月22226666日日日日、、、、アアアアメリカメリカメリカメリカ、、、、イイイイギギギギリリリリスススス、、、、中国中国中国中国（（（（中中中中華華華華民民民民国国国国））））がががが日本日本日本日本にににに降伏降伏降伏降伏をををを求求求求めためためためたポポポポ
ツダツダツダツダムムムム宣宣宣宣言言言言についてについてについてについて、、、、広島広島広島広島・・・・長長長長崎崎崎崎へのへのへのへの原原原原子爆子爆子爆子爆弾弾弾弾がががが投投投投下下下下されたされたされたされた後後後後、、、、８８８８月月月月14141414日日日日にににに日本日本日本日本はははは受受受受諾諾諾諾
しししし、、、、翌翌翌翌11115555日日日日にににに終終終終戦戦戦戦となったとなったとなったとなった。。。。そのそのそのその後後後後、、、、日本日本日本日本国国国国憲法憲法憲法憲法制定制定制定制定やややや民民民民主主主主化化化化へつながりへつながりへつながりへつながり発展発展発展発展してきたしてきたしてきたしてきた。。。。
安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権はははは、、、、ポツダポツダポツダポツダムムムム宣宣宣宣言言言言をををを軽軽軽軽視視視視するするするする動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。宣宣宣宣言言言言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。。。。

((((3333)))) ６６６６・・・・23232323慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日、、、、沖縄全沖縄全沖縄全沖縄全戦戦戦戦没没没没者者者者追悼式典追悼式典追悼式典追悼式典でのでのでのでの平和平和平和平和宣宣宣宣言言言言にににに込込込込めためためためた思思思思いといといといと式典式典式典式典のののの感想感想感想感想についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地へのへのへのへの外外外外来機来機来機来機のののの飛来状況飛来状況飛来状況飛来状況とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍米軍米軍米軍航空航空航空航空機関連機関連機関連機関連のののの部部部部品品品品落下落下落下落下事事事事故故故故のののの概概概概要要要要とととと見解見解見解見解、、、、県県県県、、、、国国国国、、、、米軍米軍米軍米軍のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄にににに外外外外来機来機来機来機がやってくるのはがやってくるのはがやってくるのはがやってくるのは実実実実弾射弾射弾射弾射爆爆爆爆撃撃撃撃場場場場やややや訓練訓練訓練訓練空空空空域域域域があるからだとがあるからだとがあるからだとがあるからだと思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。強強強強くくくく
返還返還返還返還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。。。。

((((4444)))) 米軍米軍米軍米軍人人人人のののの基地基地基地基地経由経由経由経由でのでのでのでの入国時入国時入国時入国時におけるにおけるにおけるにおけるＭＥＲＳＭＥＲＳＭＥＲＳＭＥＲＳ等等等等のののの感染症感染症感染症感染症対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道整備計画整備計画整備計画整備計画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――――名名名名護護護護間間間間をををを１１１１時間時間時間時間でででで結結結結ぶぶぶぶ鉄道鉄道鉄道鉄道計画計画計画計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 総総総総事業事業事業事業費費費費（（（（用地用地用地用地買収買収買収買収、、、、補補補補償償償償等等等等、、、、施施施施工費工費工費工費、、、、機機機機材材材材費費費費等等等等））））についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 事業事業事業事業期期期期間間間間（（（（用地用地用地用地買収買収買収買収、、、、施施施施工工工工等等等等））））とととと開開開開通通通通予定予定予定予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。。。。

ｳｳｳｳ 米軍米軍米軍米軍占占占占用施設用施設用施設用施設とのとのとのとの関係関係関係関係はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴのののの導導導導入計画入計画入計画入計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 経経経経路路路路とととと事業事業事業事業費費費費、、、、事業事業事業事業期期期期間間間間、、、、開開開開通通通通予定予定予定予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。。。。

ｲｲｲｲ ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ誘致誘致誘致誘致決決決決定定定定にににに伴伴伴伴いいいい、、、、那覇那覇那覇那覇――――与与与与那原那原那原那原――――西西西西原原原原間間間間へのへのへのへの早早早早期期期期導導導導入入入入がががが必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 文文文文化化化化観光観光観光観光、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ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)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港国際国際国際国際線線線線ターターターターミナミナミナミナルルルルビビビビルについてルについてルについてルについて

ｱｱｱｱ 現現現現在在在在ボボボボーーーーディディディディンンンンググググブリブリブリブリッッッッジジジジがががが４４４４カカカカ所所所所設設設設置置置置されているがされているがされているがされているが、、、、ババババスでのスでのスでのスでの送送送送迎迎迎迎ももももあるあるあるある。。。。利利利利用状況用状況用状況用状況はははは
どうなっているのかどうなっているのかどうなっているのかどうなっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 平平平平成成成成33333333年年年年ままままでにでにでにでに外外外外国国国国人人人人観光客観光客観光客観光客222200000000万万万万人人人人をををを目標目標目標目標にしているにしているにしているにしている。。。。現現現現在在在在のののの倍以倍以倍以倍以上上上上となるがとなるがとなるがとなるが、、、、それそれそれそれ
にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策、、、、計画計画計画計画はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 入国時入国時入国時入国時ののののＭＥＲＳＭＥＲＳＭＥＲＳＭＥＲＳ等等等等感染症感染症感染症感染症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。。。。

ｴｴｴｴ 入国入国入国入国するするするする際際際際にににに３３３３階階階階入国入国入国入国審審審審査査査査、、、、１１１１階階階階ターターターターンンンンテーテーテーテーブブブブルルルルままままでのでのでのでの間間間間、、、、白壁白壁白壁白壁のののの空空空空間間間間がががが続続続続きききき殺風景殺風景殺風景殺風景でででで
あるあるあるある。。。。規規規規制制制制があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、改善改善改善改善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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 海外海外海外海外からのからのからのからの沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光へのへのへのへの功労功労功労功労者者者者にににに対対対対するするするする知事知事知事知事表彰表彰表彰表彰についてについてについてについて
　　　　ここここれれれれままままでででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄本本本本島島島島からからからから八八八八重山重山重山重山ままままででででガガガガイイイイドドドドブブブブックをックをックをックを３３３３冊冊冊冊自自自自主主主主出出出出版版版版しししし、、、、台湾台湾台湾台湾人人人人観光客観光客観光客観光客のののの火火火火
つけつけつけつけ役役役役となったスタとなったスタとなったスタとなったスタンンンンレーさレーさレーさレーさんんんんをををを表彰表彰表彰表彰しししし、、、、沖縄観光大使沖縄観光大使沖縄観光大使沖縄観光大使にににに任任任任命命命命してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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ーーーンンンンチチチチュュュュ大会大会大会大会についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 事業計画事業計画事業計画事業計画、、、、概概概概要要要要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 本本本本物物物物のしのしのしのしままままくとくとくとくとぅばぅばぅばぅばはははは海外海外海外海外のののの移移移移住住住住地地地地にににに残残残残っているとっているとっているとっていると言言言言わわわわれていれていれていれていまままますすすす。「。「。「。「語語語語ややややびびびびらららら島島島島くとくとくとくとぅばぅばぅばぅば
世界世界世界世界大会大会大会大会」」」」のののの開催開催開催開催はどうでしはどうでしはどうでしはどうでしょょょょうかうかうかうか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 第第第第11111111次次次次鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣保保保保護護護護事業計画事業計画事業計画事業計画におけるにおけるにおけるにおけるメメメメジジジジロロロロ愛玩愛玩愛玩愛玩、、、、鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞目目目目的的的的のののの捕獲禁捕獲禁捕獲禁捕獲禁止止止止についてについてについてについて

((((1111)))) 平平平平成成成成24242424年年年年４４４４月月月月からスタートしたがからスタートしたがからスタートしたがからスタートしたが、、、、メメメメジジジジロロロロ飼養許可証飼養許可証飼養許可証飼養許可証のののの交付交付交付交付状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) メメメメジジジジロロロロ愛玩愛玩愛玩愛玩団団団団体体体体のののの概概概概要要要要、、、、活動活動活動活動状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) メメメメジジジジロロロロ飼飼飼飼育育育育はははは琉琉琉琉球球球球王朝王朝王朝王朝時時時時代代代代からからからから受受受受けけけけ継継継継がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた沖縄文沖縄文沖縄文沖縄文化化化化であるであるであるである。。。。環境環境環境環境部部部部とととと文文文文化担化担化担化担当当当当部部部部
ははははももももっとっとっとっと連携連携連携連携をををを図図図図ってってってって、、、、２２２２年年年年後後後後のののの第第第第12121212次次次次鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣保保保保護護護護事業計画事業計画事業計画事業計画でででで見直見直見直見直すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うううう。。。。見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

6666 県県県県企企企企業業業業局水道局水道局水道局水道事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) こここことしのとしのとしのとしの水水水水事事事事情情情情とととと見通見通見通見通しししし、、、、観光観光観光観光産産産産業業業業へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 水道水道水道水道事業事業事業事業のののの概概概概要要要要、、、、今後今後今後今後のののの計画計画計画計画、、、、方方方方針針針針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 水道広水道広水道広水道広域域域域化化化化（（（（離島離島離島離島８８８８村村村村））））におけるにおけるにおけるにおける水水水水質管理質管理質管理質管理、、、、水道水道水道水道料料料料金金金金のののの問題問題問題問題にににに係係係係るるるる取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺
うううう。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島とととと本本本本島島島島とのとのとのとの供供供供給単給単給単給単価価価価のののの現状現状現状現状とととと改善改善改善改善後後後後のののの単単単単価価価価、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 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辺辺辺辺野野野野古古古古移設移設移設移設阻止阻止阻止阻止へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本本本本県県県県のののの過重過重過重過重なななな米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの現状現状現状現状をををを世界世界世界世界各国各国各国各国にににに訴訴訴訴ええええるるるる方方方方策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 訪訪訪訪米米米米のののの成成成成果果果果とととと意義意義意義意義をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ワワワワシシシシンンンントトトトンンンン事事事事務所務所務所務所のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる活活活活用策用策用策用策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県県県県内内内内企企企企業業業業優優優優先先先先発注発注発注発注、、、、下下下下請請請請のののの県県県県内内内内企企企企業業業業優優優優先先先先、、、、県県県県産品産品産品産品（（（（資資資資材材材材））））のののの積極活積極活積極活積極活用用用用にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 本本本本県県県県消防消防消防消防職職職職員員員員のののの充充充充足足足足率率率率及及及及びびびび勤務勤務勤務勤務体制体制体制体制のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 土木土木土木土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)))) 公公公公共工共工共工共工事事事事のののの総総総総合合合合評評評評価価価価改善改善改善改善によるによるによるによる参入機会参入機会参入機会参入機会のののの改革改革改革改革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)))) 県県県県発注発注発注発注公公公公共工共工共工共工事事事事のののの最最最最低低低低制制制制限限限限価価価価格格格格をををを95959595％％％％以以以以上上上上にににに引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、人人人人材材材材育育育育成成成成をををを図図図図るべきではないるべきではないるべきではないるべきではない
かをかをかをかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 一一一一般般般般管理管理管理管理費費費費等率等率等率等率、、、、現場管理現場管理現場管理現場管理費費費費率率率率のののの改改改改定定定定へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 本本本本県県県県のののの実実実実態態態態にににに見見見見合合合合ったったったった県県県県発注発注発注発注工工工工事事事事のののの積積積積算算算算単単単単価価価価のののの改善改善改善改善についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 17171717分分分分 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)))) ６６６６・・・・23232323沖縄全沖縄全沖縄全沖縄全戦戦戦戦没没没没者者者者追悼式追悼式追悼式追悼式でのでのでのでの安安安安倍首倍首倍首倍首相発相発相発相発言言言言をををを翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はどうはどうはどうはどう受受受受けとめたかけとめたかけとめたかけとめたか。。。。ままままたたたた、、、、今今今今夏夏夏夏
予定予定予定予定のののの戦後戦後戦後戦後77770000年安年安年安年安倍首倍首倍首倍首相相相相談話談話談話談話はははは、、、、1111995995995995年年年年村山談話村山談話村山談話村山談話のののの「「「「侵略侵略侵略侵略」「」「」「」「植植植植民民民民地地地地支配支配支配支配」」」」にににに否否否否定定定定的的的的とととと
言言言言わわわわれているがれているがれているがれているが知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう考考考考ええええるかるかるかるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国会国会国会国会でででで審審審審議議議議中中中中のののの安保安保安保安保法法法法制制制制はははは他国他国他国他国へのへのへのへの武武武武力力力力攻撃攻撃攻撃攻撃とととと一一一一体体体体となりとなりとなりとなり、、、、著著著著名名名名なななな憲法憲法憲法憲法学者学者学者学者もももも憲法違憲法違憲法違憲法違
反反反反だとだとだとだと見解見解見解見解をををを示示示示しているしているしているしている。。。。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うううう。。。。

((((3333)))) 日本日本日本日本政府政府政府政府はははは太太太太平平平平洋洋洋洋戦争戦争戦争戦争のののの戦争戦争戦争戦争被害被害被害被害調査調査調査調査をををを77770000年年年年前前前前にににに実実実実施施施施しているがしているがしているがしているが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄だけだけだけだけ調査対調査対調査対調査対象象象象
からからからから外外外外しているしているしているしている。。。。県県県県はははは、、、、ななななぜぜぜぜなのかなのかなのかなのか政府政府政府政府にににに問問問問いいいい直直直直してしてしてしてここここなかったのかなかったのかなかったのかなかったのか伺伺伺伺うううう。。。。ままままたたたた、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦はははは
組組組組織織織織的戦闘的戦闘的戦闘的戦闘終了終了終了終了後後後後のののの６６６６月月月月23232323日以日以日以日以降降降降もももも続続続続いておりいておりいておりいており、、、、戦争戦争戦争戦争被害被害被害被害のののの正確正確正確正確なななな実実実実態態態態把握把握把握把握がががが求求求求められめられめられめられ
ているているているている。。。。県県県県はははは平和平和平和平和のののの礎礎礎礎建建建建設時設時設時設時にににに戦争戦争戦争戦争被害被害被害被害のののの実実実実態調査態調査態調査態調査をしておりをしておりをしておりをしており、、、、ここここのののの資料資料資料資料をををを検証検証検証検証しししし、、、、分分分分析析析析
しししし、、、、よりよりよりより正確正確正確正確なななな実実実実態態態態をををを戦後戦後戦後戦後77770000年年年年のののの節節節節目目目目にににに把握把握把握把握しししし、、、、公公公公表表表表していくべきではないかしていくべきではないかしていくべきではないかしていくべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 辺辺辺辺野野野野古古古古埋埋埋埋立立立立承認承認承認承認取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの可能可能可能可能性性性性はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県県県県外外外外土砂搬土砂搬土砂搬土砂搬入入入入にににに伴伴伴伴うううう外外外外来来来来種種種種防防防防除除除除対策対策対策対策のののの議員提案条議員提案条議員提案条議員提案条例例例例へのへのへのへの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 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2222000011119999年年年年２２２２月月月月ままままでのでのでのでの運運運運用用用用停止停止停止停止にににに対対対対してしてしてして政府政府政府政府はどのようなはどのようなはどのようなはどのような見解見解見解見解をををを示示示示しているしているしているしている
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 離島離島離島離島地域地域地域地域へのへのへのへの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 泊埠泊埠泊埠泊埠頭頭頭頭施設施設施設施設のののの整備整備整備整備及及及及びびびび那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾機機機機能再編能再編能再編能再編計画計画計画計画見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて
　　　　泊埠泊埠泊埠泊埠頭頭頭頭はははは本本本本島島島島とととと周辺周辺周辺周辺離島離島離島離島（（（（渡渡渡渡嘉嘉嘉嘉敷敷敷敷、、、、座座座座間間間間味味味味、、、、粟粟粟粟国国国国、、、、渡渡渡渡名名名名喜喜喜喜、、、、久久久久米米米米島島島島、、、、南北南北南北南北大大大大東東東東））））をををを結結結結ぶぶぶぶ
表玄表玄表玄表玄関関関関のののの役役役役割割割割をををを果果果果たしているたしているたしているたしている。。。。ここここのののの拠点拠点拠点拠点のののの整備整備整備整備についてについてについてについて以下以下以下以下伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 渡渡渡渡嘉嘉嘉嘉敷敷敷敷、、、、座座座座間間間間味味味味のののの屋根屋根屋根屋根つきつきつきつきポポポポンンンンツツツツーーーーンンンンのののの設設設設置置置置をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか。。。。

ｲｲｲｲ 陸陸陸陸電電電電施設施設施設施設のののの設設設設置置置置及及及及びびびび整備整備整備整備をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか。。。。

ｳｳｳｳ 泊埠泊埠泊埠泊埠頭頭頭頭へのへのへのへの屋根屋根屋根屋根つきつきつきつき歩道歩道歩道歩道のののの整備整備整備整備をををを図図図図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。。。。

ｴｴｴｴ 泊埠泊埠泊埠泊埠頭頭頭頭をををを拠点拠点拠点拠点とするとするとするとする周辺周辺周辺周辺離島離島離島離島フフフフェェェェリリリリーをーをーをーを那覇埠那覇埠那覇埠那覇埠頭頭頭頭にににに集集集集約約約約するするするする計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しについてはしについてはしについてはしについては、、、、
安全安全安全安全性性性性、、、、利便利便利便利便性性性性のののの観点観点観点観点からからからから、、、、従従従従来来来来どおりどおりどおりどおり泊埠泊埠泊埠泊埠頭頭頭頭をををを拠点拠点拠点拠点にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか。。。。

((((2222)))) 知事公知事公知事公知事公約約約約のののの「「「「島島島島たたたたびびびび助助助助成成成成」」」」事業事業事業事業はははは、、、、フフフフェェェェリリリリーーーー運運運運賃賃賃賃やややや宿宿宿宿泊泊泊泊費費費費のののの助助助助成成成成をををを通通通通してしてしてして、、、、本本本本島島島島周辺周辺周辺周辺離島離島離島離島
のののの観光観光観光観光振興振興振興振興やややや地域地域地域地域活活活活性化性化性化性化につながるにつながるにつながるにつながる。。。。県県県県はははは、、、、検討検討検討検討するするするするこここことになっているがとになっているがとになっているがとになっているがぜひぜひぜひぜひ実実実実現現現現すべすべすべすべ
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)))) 離島住離島住離島住離島住民民民民のののの小小小小型型型型旅旅旅旅客船客船客船客船にににに対対対対するするするする軽油軽油軽油軽油取取取取引税引税引税引税へのへのへのへの課課課課税免除税免除税免除税免除のののの恒久恒久恒久恒久化化化化はははは実実実実現現現現できないかできないかできないかできないか。。。。

((((4444)))) 久久久久米米米米島島島島――――那覇路線那覇路線那覇路線那覇路線のののの航空航空航空航空、、、、航路航路航路航路運運運運賃賃賃賃のののの低低低低減減減減をををを一一一一般利般利般利般利用者用者用者用者、、、、観光客観光客観光客観光客ににににもももも拡拡拡拡大大大大するするするするこここことにつとにつとにつとにつ
いてはどうなっているかいてはどうなっているかいてはどうなっているかいてはどうなっているか。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島のがのがのがのがんんんん患患患患者者者者、、、、難難難難病病病病患患患患者者者者支援支援支援支援のためのためのためのため、、、、放放放放射線射線射線射線治療治療治療治療にににに加加加加ええええ、、、、手手手手術術術術、、、、化化化化学療学療学療学療法法法法、、、、ＰＰＰＰＥＴＥＴＥＴＥＴ検検検検査査査査
等等等等ににににもももも宿宿宿宿泊泊泊泊費費費費、、、、航空航空航空航空費費費費、、、、航路航路航路航路運運運運賃賃賃賃のののの助助助助成成成成をををを拡拡拡拡大大大大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 公公公公共交通共交通共交通共交通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)))) 那覇那覇那覇那覇市内市内市内市内のののの交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞地域地域地域地域とそのとそのとそのとその解消解消解消解消対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＩＣＩＣＩＣＩＣ乗乗乗乗車車車車券券券券のののの実実実実施状況施状況施状況施状況とととと問題点問題点問題点問題点はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 国際国際国際国際通通通通りへのりへのりへのりへの観光客観光客観光客観光客をををを乗乗乗乗りおりさりおりさりおりさりおりさせせせせるるるる観光観光観光観光ババババスのスのスのスの駐駐駐駐車車車車場場場場がないがないがないがない。。。。那覇那覇那覇那覇のののの観光観光観光観光産産産産業業業業へのへのへのへの影影影影
響響響響はははは大大大大きいがきいがきいがきいが対応策対応策対応策対応策はないかはないかはないかはないか。。。。

((((4444)))) 旭橋旭橋旭橋旭橋再再再再開開開開発発発発事業事業事業事業（（（（北北北北区区区区））））についてについてについてについて
　事業目　事業目　事業目　事業目的的的的、、、、事業事業事業事業内内内内容容容容、、、、総総総総事業事業事業事業費費費費、、、、工期工期工期工期等等等等概概概概要要要要とととと問題点問題点問題点問題点とととと課題課題課題課題はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。
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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表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 17171717分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（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)))) 島島島島嶼嶼嶼嶼県県県県防防防防衛衛衛衛にににに名名名名をかりたをかりたをかりたをかりた南南南南西西西西諸諸諸諸島島島島へのへのへのへの自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの軍備軍備軍備軍備増強増強増強増強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 防防防防衛衛衛衛省省省省がががが計画計画計画計画するするするする島島島島嶼嶼嶼嶼防防防防衛衛衛衛((((南南南南西西西西諸諸諸諸島島島島))))ではどのようなではどのようなではどのようなではどのような施設施設施設施設やややや装装装装備備備備、、、、基地面基地面基地面基地面積積積積やどれくらやどれくらやどれくらやどれくら
いのいのいのいの隊員隊員隊員隊員がががが配配配配備備備備されるされるされるされる予定予定予定予定かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 配配配配備備備備によってによってによってによって住住住住民民民民のののの生生生生活環境活環境活環境活環境やややや、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境、、、、観光観光観光観光産産産産業業業業及及及及びびびび農漁農漁農漁農漁業等業等業等業等へのへのへのへの多多多多大大大大なななな影響影響影響影響
があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええられるられるられるられる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域地域地域地域・・・・離島離島離島離島医療医療医療医療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聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 子子子子宮頸宮頸宮頸宮頸ががががんワんワんワんワククククチチチチンンンン接接接接種種種種によるとによるとによるとによると見見見見られるられるられるられる副副副副反反反反応応応応被害被害被害被害者者者者がががが県県県県内内内内でででで声声声声をををを上上上上げげげげたたたた。。。。接接接接種種種種とのとのとのとの
因因因因果関係果関係果関係果関係がががが不不不不確確確確かであってかであってかであってかであってもももも実実実実際際際際にににに接接接接種種種種後後後後のののの容容容容態態態態がががが激変激変激変激変しているしているしているしている被害被害被害被害若若若若者者者者がががが出出出出ていていていてい
るるるる。。。。ここここのののの事態事態事態事態をををを受受受受けてけてけてけて県県県県はははは今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような支援支援支援支援ができるかができるかができるかができるか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 宮宮宮宮古古古古・・・・八八八八重山重山重山重山離島住離島住離島住離島住民民民民のがのがのがのがんんんん患患患患者者者者支援支援支援支援のためののためののためののための安安安安価価価価なななな宿宿宿宿泊泊泊泊施設設施設設施設設施設設置置置置についてのについてのについてのについての検討検討検討検討
及及及及びびびび島島島島内内内内でのでのでのでの放放放放射線射線射線射線治療治療治療治療環境環境環境環境整備整備整備整備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。。。。

ｳｳｳｳ 県立県立県立県立宮宮宮宮古古古古・・・・八八八八重山重山重山重山病病病病院院院院におけるにおけるにおけるにおける患患患患者者者者付付付付添添添添者者者者のののの宿宿宿宿泊泊泊泊施設整備施設整備施設整備施設整備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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 下下下下地地地地島空港及島空港及島空港及島空港及びびびび周辺周辺周辺周辺用地用地用地用地のののの利活利活利活利活用用用用候候候候補補補補事業事業事業事業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聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 下下下下地地地地島空港及島空港及島空港及島空港及びびびび周辺周辺周辺周辺地地地地をどうをどうをどうをどう利活利活利活利活用用用用しししし何何何何をををを目指目指目指目指すのかすのかすのかすのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 候候候候補補補補事業事業事業事業でででで４４４４社社社社にににに絞絞絞絞りりりり込込込込んんんんだだだだ理理理理由由由由及及及及びびびび４４４４社社社社のののの応応応応募募募募理理理理由由由由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)))) 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見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 先先先先島旅島旅島旅島旅客客客客航路航路航路航路のののの再再再再開開開開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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((5555)))) 返還返還返還返還されたされたされたされた「「「「西普天間地西普天間地西普天間地西普天間地区区区区」」」」跡地跡地跡地跡地利利利利用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ どのようなどのようなどのようなどのような計画計画計画計画がががが検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか、、、、課題課題課題課題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。ままままたたたた、、、、宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
のののの連携連携連携連携、、、、政府政府政府政府のののの関関関関与与与与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聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「人人人人材材材材育育育育成成成成拠点拠点拠点拠点ゾゾゾゾーーーーンンンン」」」」へのへのへのへの普天間高校移普天間高校移普天間高校移普天間高校移転転転転計画計画計画計画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聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子子子子育育育育てとてとてとてと新制度新制度新制度新制度についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 新制度新制度新制度新制度のののの導導導導入入入入によってによってによってによって幼幼幼幼児教育児教育児教育児教育やややや保育保育保育保育のののの仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが大大大大きくきくきくきく変変変変わわわわるとるとるとると言言言言わわわわれているれているれているれている。。。。導導導導入入入入後後後後
何何何何がどうがどうがどうがどう変変変変わわわわったのかったのかったのかったのか、、、、課題課題課題課題はははは何何何何かかかか、、、、見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。ままままたたたた、、、、預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育のののの充充充充実実実実とととと課題課題課題課題についてについてについてについて
もももも見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園教育教育教育教育とととと保育保育保育保育のののの垣垣垣垣根根根根をををを越越越越ええええたたたた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。教育長教育長教育長教育長、、、、子子子子どどどどもももも生生生生活活活活福祉福祉福祉福祉
部長部長部長部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。。。。

3333 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

8888 17171717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 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)))) ５５５５．．．．17171717県県県県民民民民大会大会大会大会でででで、「、「、「、「辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地をををを絶絶絶絶対対対対にににに造造造造ららららせせせせないないないない」」」」翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの決意決意決意決意。。。。大会大会大会大会宣宣宣宣言言言言はははは、、、、
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの新新新新たなたなたなたな闘闘闘闘いはいはいはいは「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄とととと日本日本日本日本のののの未未未未来来来来をををを拓拓拓拓くくくく大大大大きなきなきなきな潮流潮流潮流潮流へとへとへとへと発展発展発展発展しつつあるしつつあるしつつあるしつつある。。。。私私私私たたたたちちちち県県県県
民民民民はははは決決決決してしてしてして屈屈屈屈せずせずせずせず、、、、新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をををを断念断念断念断念ささささせせせせるるるるままままでででで闘闘闘闘ううううこここことをとをとをとをここここここここにににに宣宣宣宣言言言言するするするする」」」」とととと全国全国全国全国、、、、世界世界世界世界
にににに発発発発信信信信ししししまままましたしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの訪訪訪訪米米米米のののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) ５５５５月下月下月下月下旬旬旬旬のののの琉琉琉琉球新球新球新球新報報報報､､､､OTVOTVOTVOTVのののの世世世世論論論論調査調査調査調査でででで辺辺辺辺野野野野古古古古移設移設移設移設反反反反対対対対がががが88883333％％％％、、、、承認承認承認承認取取取取りりりり消消消消しししし77777777％％％％、、、、作作作作
業業業業停止停止停止停止がががが71717171％％％％とととと圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的なななな民意民意民意民意となっていとなっていとなっていとなっていまままますすすす。。。。辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地をつくらをつくらをつくらをつくらせせせせないためのないためのないためのないための知事知事知事知事
のののの行政行政行政行政権限権限権限権限のののの内内内内容容容容についてについてについてについて、、、、ままままたたたた、、、、埋埋埋埋立立立立承認承認承認承認のののの取取取取りりりり消消消消しししし及及及及びびびび撤回撤回撤回撤回のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いいいい
まままますすすす。。。。

((((3333)))) 防防防防衛衛衛衛省省省省ががががこここことしとしとしとし１１１１月月月月からからからから辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地工工工工事事事事５５５５件件件件をををを大大大大成建成建成建成建設設設設などなどなどなど本本本本土土土土大大大大手手手手ゼネコゼネコゼネコゼネコンンンンにににに444405050505億億億億
円円円円余余余余でででで競競競競争争争争入入入入札札札札によるによるによるによる工工工工事事事事契契契契約約約約をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその後後後後３３３３月下月下月下月下旬旬旬旬ままままでででで当当当当初契初契初契初契約額約額約額約額のののの約約約約５５５５割割割割のののの工工工工事事事事
額額額額をををを含含含含むむむむ約約約約111168686868億億億億9000900090009000万万万万円円円円のののの追追追追加加加加工工工工事事事事をををを変更契変更契変更契変更契約約約約でででで行行行行っていっていっていっていまままますすすす。。。。１１１１件件件件についてについてについてについて見見見見るとるとるとると、、、、
防防防防衛衛衛衛省省省省はははは大大大大成建成建成建成建設設設設JVJVJVJVにににに中中中中仕切岸仕切岸仕切岸仕切岸壁壁壁壁新設新設新設新設工工工工事事事事をををを111155557777億億億億6000600060006000万万万万円円円円でででで発注発注発注発注しししし、、、、44448888日後日後日後日後にににに当当当当初初初初
契契契契約額約額約額約額のののの44449999．．．．6666％％％％増増増増のののの77778888億億億億2222000000000000万万万万円円円円でででで隣隣隣隣接接接接場場場場所所所所のののの岸岸岸岸壁壁壁壁工工工工事事事事をををを変更契変更契変更契変更契約約約約でででで行行行行っていっていっていっていまままますすすす。。。。
外外外外務務務務省省省省のののの担担担担当当当当者者者者はははは原原原原則則則則としてとしてとしてとして新新新新しいしいしいしい工工工工事事事事をををを発注発注発注発注するときはするときはするときはするときは別別別別にににに入入入入札札札札するとするとするとすると言言言言及及及及していしていしていしていまままま
すすすす。。。。県県県県のののの公公公公共工共工共工共工事事事事ででででここここのようなのようなのようなのような変更契変更契変更契変更契約約約約をををを行行行行ううううこここことができとができとができとができまままますかすかすかすか。。。。

((((4444)))) シシシシュワブュワブュワブュワブゲゲゲゲートートートート前前前前でででで県警機県警機県警機県警機動動動動隊隊隊隊のののの指指指指揮揮揮揮官官官官がががが「「「「犯罪犯罪犯罪犯罪者者者者、、、、早早早早くくくく排排排排除除除除ししししろろろろ」」」」とととと住住住住民民民民のののの強強強強制制制制排排排排除除除除をををを
指指指指示示示示したしたしたした件件件件でででで、、、、報報報報道道道道ではではではでは警察警察警察警察庁庁庁庁からのからのからのからの指指指指示示示示があったというがあったというがあったというがあったというこここことですがとですがとですがとですが、、、、事事事事実実実実ですかですかですかですか。。。。憲法憲法憲法憲法
21212121条条条条のののの表表表表現現現現のののの自由自由自由自由をををを行使行使行使行使してしてしてしてゲゲゲゲートートートート前前前前でででで整整整整然然然然とととと抗議抗議抗議抗議行行行行動動動動をしているをしているをしているをしている住住住住民民民民をををを暴暴暴暴力力力力的的的的にににに排排排排除除除除
するのはするのはするのはするのは許許許許せませんせませんせませんせません。。。。憲法憲法憲法憲法擁擁擁擁護護護護をををを責責責責務務務務とするとするとするとする警察警察警察警察官官官官にあるにあるにあるにあるまじまじまじまじきききき違法違法違法違法行行行行為為為為ではありではありではありではありませんませんませんません
かかかか。。。。過過過過剰剰剰剰警備警備警備警備をやめさをやめさをやめさをやめさせせせ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伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、海海海海保保保保ののののボボボボートをートをートをートを海海海海中中中中のののの男男男男性性性性にににに乗乗乗乗りりりり
上上上上げげげげスクスクスクスクリュリュリュリューにーにーにーに巻巻巻巻きききき込込込込むむむむ寸寸寸寸前前前前のののの危険危険危険危険行行行行為為為為、、、、抗議抗議抗議抗議船船船船にににに乗乗乗乗りりりり込込込込んんんんでけがをさでけがをさでけがをさでけがをさせせせせ刑刑刑刑事事事事告告告告訴訴訴訴ももももささささ
れているれているれているれている数数数数々々々々のののの蛮蛮蛮蛮行行行行はははは断断断断じじじじてててて許許許許せませんせませんせませんせません。。。。海海海海保保保保のののの危険危険危険危険行行行行為為為為にににに抗議抗議抗議抗議しししし、、、、かかるかかるかかるかかる行行行行為為為為をやめをやめをやめをやめ
ささささせせせ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伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((5555)))) 環境環境環境環境アアアアセセセセスススス後後後後にににに埋埋埋埋立予定地立予定地立予定地立予定地でででで新新新新種種種種のののの生生生生物物物物がががが多多多多数数数数発発発発見見見見されされされされ、、、、2222000014141414年年年年、、、、4444000000000000人人人人のののの研究研究研究研究者者者者がががが
所所所所属属属属するするするする日本日本日本日本生態学会生態学会生態学会生態学会などのなどのなどのなどの11119999のののの学会学会学会学会がががが防防防防衛衛衛衛省省省省にににに再再再再調査調査調査調査をををを要望要望要望要望していしていしていしていまままますすすす。。。。環境環境環境環境保全保全保全保全
策策策策をををを実実実実施施施施するするするするこここことをとをとをとを条条条条件件件件にしたにしたにしたにした防防防防衛衛衛衛局局局局はははは新新新新種種種種のののの保全保全保全保全のためにのためにのためにのために直直直直ちちちちにににに現地調査現地調査現地調査現地調査にににに応応応応じじじじるべるべるべるべ
きですきですきですきです。。。。県県県県がががが調査調査調査調査をををを要求要求要求要求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いいいまままますすすす。。。。

((((6666)))) 前前前前知事知事知事知事はははは、、、、留意留意留意留意事事事事項項項項をををを付付付付してしてしてして辺辺辺辺野野野野古古古古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しししし、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省はははは環境環境環境環境監監監監視視視視委員委員委員委員会会会会をそのをそのをそのをその
実効性実効性実効性実効性のののの担担担担保保保保だとしだとしだとしだとしまままましたしたしたした。。。。工工工工事事事事はははは環境環境環境環境監監監監視視視視委員委員委員委員会会会会のののの議議議議論論論論がががが秘密秘密秘密秘密にされたにされたにされたにされたまままままままま強強強強行行行行されされされされ
ていていていていまままますがすがすがすが、、、、早早早早急急急急にににに議議議議事事事事録録録録をををを公開公開公開公開ささささせせせせるるる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考考考考えまえまえまえますがすがすがすが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((7777)))) キャキャキャキャンンンンププププ・・・・シシシシュワブュワブュワブュワブ内内内内でででで琉琉琉琉球球球球王朝王朝王朝王朝時時時時代代代代のののの「「「「碇碇碇碇石石石石」」」」のののの可能可能可能可能性性性性のののの高高高高いいいい石石石石がががが発発発発見見見見されされされされ、、、、周辺周辺周辺周辺にはにはにはには
多多多多くのくのくのくの遺遺遺遺跡跡跡跡がががが存存存存在在在在するするするするこここことがとがとがとが確認確認確認確認されていされていされていされていまままますすすす。。。。防防防防衛衛衛衛大大大大臣臣臣臣はははは関係関係関係関係法法法法令令令令にににに従従従従いいいい適切適切適切適切にににに対対対対処処処処
するとするとするとすると述述述述べていべていべていべていまままますがすがすがすが、、、、県県県県のののの監監監監査査査査とととと文文文文化財化財化財化財保保保保護護護護法法法法にににに基基基基づづづづくくくく現場調査現場調査現場調査現場調査のののの時時時時期期期期、、、、文文文文化財化財化財化財のののの保保保保
護護護護・・・・保全保全保全保全にににに必必必必要要要要なななな対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

2222 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地配配配配備備備備のののの同同同同型機型機型機型機オオオオスプレスプレスプレスプレイイイイががががハワイハワイハワイハワイでででで墜落墜落墜落墜落炎炎炎炎上上上上しししし乗乗乗乗員員員員２２２２人人人人がががが死死死死亡亡亡亡したにしたにしたにしたにももももかかかかかかかかわわわわらららら
ずずずず、、、、県県県県内内内内でででで翌翌翌翌日日日日からからからから飛行飛行飛行飛行訓練訓練訓練訓練がががが継継継継続続続続されていされていされていされていまままますすすす。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの司令司令司令司令官官官官とととと同同同同席席席席したしたしたした航空航空航空航空安安安安
全全全全担担担担当当当当官官官官がががが、、、、オオオオスプレスプレスプレスプレイイイイがががが市市市市街街街街地上地上地上地上空空空空ををををヘヘヘヘリモリモリモリモードでードでードでードで飛行飛行飛行飛行しないとするしないとするしないとするしないとする日日日日米合米合米合米合意意意意をををを遵遵遵遵守守守守するするするする
必必必必要要要要はないはないはないはない、、、、事事事事故故故故はははは完完完完全全全全にににに避避避避けられないとけられないとけられないとけられないと発発発発言言言言したのはしたのはしたのはしたのは言言言言語語語語道道道道断断断断ですですですです。。。。抗議抗議抗議抗議をすべきではをすべきではをすべきではをすべきでは
ありありありありませんませんませんませんかかかか。。。。オオオオスプレスプレスプレスプレイイイイのののの訓練訓練訓練訓練がががが全国全国全国全国にににに移移移移転転転転してしてしてして以以以以降降降降、、、、オオオオスプレスプレスプレスプレイイイイのののの県県県県民負担民負担民負担民負担はははは軽軽軽軽減減減減されされされされ
ていていていていまままますかすかすかすか、、、、実実実実態態態態をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。オオオオスプレスプレスプレスプレイイイイをををを原原原原因究明因究明因究明因究明ままままでのでのでのでの飛行飛行飛行飛行停止停止停止停止、、、、撤去撤去撤去撤去をををを日日日日米政府米政府米政府米政府にににに要要要要
求求求求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いいいまままますすすす。。。。
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3333 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権によるによるによるによる消費消費消費消費税税税税増増増増税税税税とととと社社社社会保障会保障会保障会保障のののの改改改改悪悪悪悪がががが県県県県民民民民をををを苦苦苦苦しめていしめていしめていしめていまままますすすす。。。。今今今今国会国会国会国会でででで医療保医療保医療保医療保険険険険
制度制度制度制度がががが改改改改悪悪悪悪されされされされまままましたしたしたした。。。。国国国国民民民民健康健康健康健康保保保保険険険険のののの都都都都道道道道府県移管府県移管府県移管府県移管、、、、医療医療医療医療、、、、介介介介護護護護などなどなどなど現状現状現状現状とととと比比比比べてどうべてどうべてどうべてどう変変変変
わわわわるのかるのかるのかるのか。。。。どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの県県県県民負担増民負担増民負担増民負担増となるのかとなるのかとなるのかとなるのか。。。。負担増負担増負担増負担増をををを軽軽軽軽減減減減するためにするためにするためにするために県県県県のののの支援支援支援支援がががが必必必必要要要要とととと考考考考
えまえまえまえますがすがすがすが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

4444 中部中部中部中部のののの中学校中学校中学校中学校でででで発発発発達達達達障障障障害害害害のののの生生生生徒徒徒徒２２２２人人人人がががが修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行にににに参加参加参加参加できできできできませんませんませんませんでしたでしたでしたでした。。。。１１１１人人人人はははは安全安全安全安全のののの確確確確
保保保保がががが難難難難しいというしいというしいというしいという理理理理由由由由でしたでしたでしたでした。。。。発発発発達達達達障障障障害害害害をををを理理理理由由由由にににに、、、、就就就就学学学学旅旅旅旅行行行行にににに保保保保護護護護者者者者がががが付付付付きききき添添添添いをしたりいをしたりいをしたりいをしたり、、、、まままま
たたたた、、、、参加参加参加参加できなかったのはできなかったのはできなかったのはできなかったのは何何何何人人人人いいいいまままますかすかすかすか。。。。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生生生生徒徒徒徒がががが参加参加参加参加できるできるできるできる修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行にすにすにすにす
べきですべきですべきですべきです。。。。対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

5555 戦後戦後戦後戦後77770000年年年年のののの慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日をををを迎迎迎迎えまえまえまえましたしたしたした。。。。唯唯唯唯一一一一住住住住民民民民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んんんんだだだだ地上地上地上地上戦戦戦戦によってによってによってによって県県県県民民民民のののの４４４４人人人人にににに１１１１人人人人
がががが犠牲犠牲犠牲犠牲になったになったになったになった沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦はははは県県県県内内内内至至至至るとるとるとるとこここころろろろにににに戦争戦争戦争戦争のののの傷傷傷傷跡跡跡跡をををを残残残残ししししまままましたしたしたした。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、戦戦戦戦跡指定跡指定跡指定跡指定
されなかったされなかったされなかったされなかった激激激激戦戦戦戦地地地地のののの浦添浦添浦添浦添前前前前田陣田陣田陣田陣地跡地跡地跡地跡やややや那覇那覇那覇那覇市真嘉市真嘉市真嘉市真嘉比比比比のののの陣陣陣陣地地地地壕壕壕壕跡跡跡跡などはなどはなどはなどは都都都都市市市市開開開開発発発発によっによっによっによっ
てててて破壊破壊破壊破壊されされされされまままましたしたしたした。。。。戦戦戦戦跡跡跡跡のののの県文県文県文県文化財化財化財化財指定指定指定指定がががが急急急急がれがれがれがれまままますがすがすがすが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。学校教育学校教育学校教育学校教育におにおにおにお
いていていていて沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの実実実実相相相相をををを継承継承継承継承しししし、、、、二二二二度度度度とととと戦争戦争戦争戦争をしないためのをしないためのをしないためのをしないための平和教育平和教育平和教育平和教育がががが重重重重要要要要ですですですです。。。。県県県県内内内内のののの学校学校学校学校
でででで地地地地元元元元のののの戦戦戦戦跡跡跡跡をををを生生生生かすなどのかすなどのかすなどのかすなどの平和教育平和教育平和教育平和教育、、、、ままままたたたた、、、、平和平和平和平和祈念祈念祈念祈念資料資料資料資料館館館館ややややひひひひめめめめゆゆゆゆりりりり資料資料資料資料館館館館でのでのでのでの学学学学習習習習
実実実実績績績績はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなっていまままますかすかすかすか。。。。平和学平和学平和学平和学習習習習にににに位位位位置置置置づづづづけるけるけるけるこここことがとがとがとが重重重重要要要要とととと考考考考えまえまえまえますがすがすがすが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いいいいまままま
すすすす。。。。

6666 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテスト、、、、到達到達到達到達度度度度テストのテストのテストのテストの対策対策対策対策にににに、、、、過去過去過去過去問題問題問題問題やややや練練練練習習習習問題問題問題問題のためののためののためののための補補補補習習習習のののの８８８８割割割割がががが「「「「普普普普通通通通
のののの授授授授業業業業」」」」をををを割割割割いていていていて行行行行わわわわれたれたれたれたこここことがとがとがとが教教教教員員員員へのアへのアへのアへのアンンンンケケケケートでートでートでートで明明明明らかにされらかにされらかにされらかにされまままましたしたしたした。。。。元元元元県教育県教育県教育県教育委員委員委員委員のののの
大大大大宜宜宜宜見小見小見小見小児科医児科医児科医児科医師師師師はははは、、、、昨年昨年昨年昨年からからからから、、、、テストテストテストテスト対策対策対策対策でででで心心心心とととと体体体体がががが悲悲悲悲鳴鳴鳴鳴をををを上上上上げげげげるるるる子子子子がががが受受受受診診診診するようにするようにするようにするように
なったなったなったなった。「。「。「。「学力向上策学力向上策学力向上策学力向上策がががが勉勉勉勉強強強強嫌嫌嫌嫌いをいをいをいを生生生生んんんんでいるでいるでいるでいる」。「」。「」。「」。「性性性性急急急急にににに結果結果結果結果をををを求求求求めすめすめすめすぎぎぎぎてててて、、、、情情情情緒緒緒緒のののの安定安定安定安定がががが
大大大大切切切切なななな幼幼幼幼少期少期少期少期にににに過過過過度度度度なななな詰詰詰詰めめめめ込込込込みをみをみをみを強強強強要要要要すれすれすれすればばばば悪悪悪悪影響影響影響影響がががが出出出出るるるる。」。」。」。」とととと警警警警鐘鐘鐘鐘をををを鳴鳴鳴鳴らしていらしていらしていらしていまままますすすす。。。。どどどど
のののの子子子子ににににもわもわもわもわかるかるかるかる授授授授業業業業によってによってによってによって基基基基礎礎礎礎・・・・基基基基本本本本をををを身身身身につけにつけにつけにつけ、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが学学学学びびびびわわわわかりかりかりかり合合合合うううう教育教育教育教育ここここそそそそ求求求求
められていめられていめられていめられていまままますすすす。。。。点数点数点数点数競競競競争争争争をあおるをあおるをあおるをあおる全国学力全国学力全国学力全国学力テストへのテストへのテストへのテストへの参加参加参加参加をやめをやめをやめをやめ、、、、少人少人少人少人数学数学数学数学級級級級のののの早早早早期実期実期実期実
現現現現をををを目指目指目指目指すすすすこここことがとがとがとが重重重重要要要要ではありではありではありではありませんませんませんませんかかかか。。。。

7777 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困調査調査調査調査のののの進進進進捗捗捗捗をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。県県県県内内内内のののの学学学学習習習習支援支援支援支援のののの対対対対象象象象となるとなるとなるとなる生生生生徒徒徒徒数数数数とととと実実実実績績績績とととと効効効効果果果果をををを伺伺伺伺
いいいいまままますすすす。。。。県県県県がががが支援支援支援支援するするするする町村町村町村町村でのでのでのでの実実実実施計画施計画施計画施計画及及及及びびびび11111111市市市市にににに拡拡拡拡充充充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いいいまままますすすす。。。。

8888 高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、ひひひひとりとりとりとり親親親親、、、、障障障障害害害害者者者者世世世世帯帯帯帯などのなどのなどのなどの公公公公営営営営住住住住宅宅宅宅へのへのへのへの入入入入居居居居状況状況状況状況はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなっていまままますかすかすかすか。。。。世世世世帯数帯数帯数帯数
とととと入入入入居居居居世世世世帯数帯数帯数帯数、、、、割合割合割合割合をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。民民民民間間間間アアアアパパパパートのートのートのートの入入入入居居居居がががが困困困困難難難難なななな世世世世帯帯帯帯のののの実実実実態調査態調査態調査態調査のののの結果結果結果結果をををを伺伺伺伺
いいいいまままますすすす。。。。保保保保証証証証人人人人がががが探探探探せせせせないないないない、、、、家家家家賃賃賃賃のののの支支支支払払払払いがいがいがいが困困困困難難難難なななな世世世世帯帯帯帯にににに対対対対するするするする支援支援支援支援はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなっていまままますすすす
かかかか。。。。ままままたたたた、、、、家家家家賃賃賃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活活活活用用用用などなどなどなど高高高高齢齢齢齢者者者者住住住住宅宅宅宅支援支援支援支援協協協協議議議議会会会会のののの実実実実績績績績とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いいいい
まままますすすす。。。。

9999 ひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯のののの医療医療医療医療費費費費助助助助成成成成はははは窓口払窓口払窓口払窓口払いのためいのためいのためいのため、、、、手持手持手持手持ちちちち金金金金がなけれがなけれがなけれがなければばばば医者医者医者医者にかかれにかかれにかかれにかかれませんませんませんません。。。。
病病病病院院院院窓口窓口窓口窓口でのでのでのでの現現現現物給物給物給物給付付付付にするにするにするにするこここことととと。。。。ひひひひとりとりとりとり親親親親のののの子供子供子供子供のののの人人人人数数数数はははは５５５５年年年年前前前前とととと比比比比べてどうなっていべてどうなっていべてどうなっていべてどうなっていまままますすすす
かかかか。。。。給給給給付人付人付人付人数数数数とととと割合割合割合割合、、、、助助助助成額成額成額成額のののの推移推移推移推移についてについてについてについて伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

11110000 子供子供子供子供医療医療医療医療費費費費のののの通院費通院費通院費通院費無無無無料化拡料化拡料化拡料化拡大大大大のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況、、、、通院費通院費通院費通院費のののの自自自自己己己己負担負担負担負担をなくしてをなくしてをなくしてをなくして中学中学中学中学卒卒卒卒業業業業ままままでででで
のののの窓口無窓口無窓口無窓口無料化料化料化料化をををを早早早早期期期期にににに実実実実現現現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伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

11111111日本日本日本日本年金機年金機年金機年金機構構構構のののの流流流流出出出出したしたしたした個人個人個人個人情情情情報報報報121212125555万万万万件件件件のうのうのうのうちちちち６６６６割割割割のののの74747474万万万万件件件件がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でででで県県県県民民民民のののの不不不不安安安安やややや疑疑疑疑
念念念念はははは深深深深ままままるるるるばばばばかりですかりですかりですかりです。。。。県県県県民民民民へのへのへのへの謝罪謝罪謝罪謝罪ももももなくなくなくなく、、、、ななななぜぜぜぜ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが多多多多いのかいのかいのかいのか、、、、悪悪悪悪用用用用されされされされ被害被害被害被害をををを受受受受けけけけ
たたたた場合場合場合場合のののの補補補補償償償償はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか、、、、流流流流出出出出したしたしたした個人個人個人個人情情情情報報報報はははは安全安全安全安全にににに回復回復回復回復できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。県県県県民民民民はははは納納納納得得得得できできできでき
るるるる説明説明説明説明をををを求求求求めていめていめていめていまままますすすす。。。。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いいいまままますすすす。。。。

12121212浦添浦添浦添浦添のののの西西西西海海海海岸岸岸岸はははは、、、、南南南南部地域部地域部地域部地域でででで唯唯唯唯一自一自一自一自然然然然のののの海海海海浜浜浜浜がががが残残残残されされされされササササンンンンゴゴゴゴとととと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、、、、県県県県のののの環境環境環境環境
評評評評価価価価ラララランンンンククククⅡⅡⅡⅡのののの環境環境環境環境保全保全保全保全をををを図図図図るるるる貴重貴重貴重貴重なななな海海海海域域域域でありでありでありであり、、、、浦添浦添浦添浦添西西西西海海海海岸岸岸岸のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては軍軍軍軍港港港港建建建建設設設設につにつにつにつ
ながるながるながるながるもももものですのですのですのです。。。。移設移設移設移設条条条条件件件件つきつきつきつき返還返還返還返還のののの那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港はははは41414141年間年間年間年間たってたってたってたってもももも返還返還返還返還されていされていされていされていませんませんませんません。。。。那覇那覇那覇那覇
軍軍軍軍港港港港のののの返還返還返還返還はははは移設移設移設移設条条条条件件件件つきではなくつきではなくつきではなくつきではなく無無無無条条条条件件件件返還返還返還返還ででででここここそそそそ実実実実現現現現可能可能可能可能ですですですです。。。。海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊のののの他国他国他国他国へのへのへのへの
前前前前線線線線出出出出撃撃撃撃基地基地基地基地となるとなるとなるとなる浦添浦添浦添浦添新軍新軍新軍新軍港港港港のののの建建建建設設設設にににに市民市民市民市民のののの意意意意志志志志はははは圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的多多多多数数数数がががが反反反反対対対対ですですですです。。。。牧牧牧牧港港港港兵兵兵兵たたたた
んんんん補補補補給給給給基地基地基地基地をををを返還返還返還返還ささささせせせせ跡地跡地跡地跡地利利利利用計画用計画用計画用計画とととと整合整合整合整合性性性性のとれたのとれたのとれたのとれた西西西西海海海海岸岸岸岸開開開開発発発発としてとしてとしてとして県県県県民民民民・・・・市民市民市民市民合合合合意意意意でででで
抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見直見直見直見直しししし、、、、自自自自然然然然のののの海海海海浜浜浜浜をををを利利利利用用用用してしてしてして、、、、沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの振興振興振興振興をををを図図図図るるるる道道道道をををを検討検討検討検討すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない
ですかですかですかですか。。。。

13131313 安安安安倍首倍首倍首倍首相相相相がががが「「「「ここここのののの夏夏夏夏ままままでにでにでにでに成成成成就就就就ささささせませませませますすすす」」」」とととと米米米米議議議議会会会会でででで約束約束約束約束したしたしたした後後後後、、、、国会国会国会国会にににに提出提出提出提出されたされたされたされた戦争法戦争法戦争法戦争法
案案案案はははは、、、、自民自民自民自民党党党党がががが推推推推薦薦薦薦したしたしたした憲法憲法憲法憲法学者学者学者学者をををを含含含含めめめめ３３３３人人人人のののの参参参参考人考人考人考人全全全全員員員員がががが憲法違反憲法違反憲法違反憲法違反とととと断断断断言言言言しししし、、、、学者学者学者学者・・・・文文文文
化人化人化人化人などなどなどなど幅幅幅幅広広広広いいいい反反反反対対対対のののの声声声声がががが広広広広がっていがっていがっていがっていまままますすすす。。。。６６６６月月月月14141414日日日日のののの国会国会国会国会包囲包囲包囲包囲集集集集会会会会ではではではでは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの大学大学大学大学
生生生生玉玉玉玉城城城城ささささんんんんがががが「「「「戦争戦争戦争戦争でででで命命命命をををを奪奪奪奪わわわわれたくないしれたくないしれたくないしれたくないし、、、、人人人人のののの命命命命をををを奪奪奪奪うううう手伝手伝手伝手伝いいいいももももしたくないしたくないしたくないしたくない」」」」とととと訴訴訴訴ええええるなどるなどるなどるなど
若若若若者者者者のののの反反反反対対対対のののの声声声声もももも沸沸沸沸きききき上上上上がっていがっていがっていがっていまままますすすす。。。。辺辺辺辺野野野野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設のののの強強強強行行行行のののの中中中中、、、、米軍米軍米軍米軍ととととととととももももにににに自自自自衛衛衛衛
隊隊隊隊がいかなるがいかなるがいかなるがいかなる戦争戦争戦争戦争ににににもももも参参参参戦戦戦戦していくしていくしていくしていく集集集集団的自団的自団的自団的自衛衛衛衛権権権権のののの行使行使行使行使はははは、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条にににに違反違反違反違反するするするする武武武武力行使力行使力行使力行使
でありでありでありであり若若若若者者者者がががが殺殺殺殺しししし、、、、殺殺殺殺されるされるされるされる戦争戦争戦争戦争へのへのへのへの道道道道ですですですです。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの痛苦痛苦痛苦痛苦のののの教教教教訓訓訓訓からとりからとりからとりからとりわわわわけけけけ沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから戦戦戦戦
争法案廃案争法案廃案争法案廃案争法案廃案のののの声声声声をををを上上上上げげげげるべきではないでしるべきではないでしるべきではないでしるべきではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。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めめめまままますすすす。。。。


