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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27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月01010101    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 27272727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)))) 知事知事知事知事のののの国連演説国連演説国連演説国連演説、、、、シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム、、、、記者会見等記者会見等記者会見等記者会見等のののの活動活動活動活動についてについてについてについて感想感想感想感想とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認のののの取取取取りりりり消消消消しとそのしとそのしとそのしとその後後後後のののの日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府とのとのとのと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決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 安保法案安保法案安保法案安保法案のののの成立成立成立成立によってによってによってによって沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄とととと台湾台湾台湾台湾のののの経済経済経済経済、、、、文化文化文化文化、、、、教育教育教育教育のののの連帯強化連帯強化連帯強化連帯強化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。。。。

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)))) 日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練のののの現状現状現状現状とととと自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの配備状況配備状況配備状況配備状況、、、、配備計画配備計画配備計画配備計画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うううう。。。。

((((2222)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの米軍機騒音米軍機騒音米軍機騒音米軍機騒音のののの基準超基準超基準超基準超えのえのえのえの実態実態実態実態とととと日米関係機関日米関係機関日米関係機関日米関係機関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)))) 久辺久辺久辺久辺３３３３区区区区にににに対対対対するするするする政府政府政府政府のののの直接振興費直接振興費直接振興費直接振興費のののの実施実施実施実施についてについてについてについて地方自治地方自治地方自治地方自治へのへのへのへの介入介入介入介入とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知知知知
事事事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 沖縄振興関連沖縄振興関連沖縄振興関連沖縄振興関連についてについてについてについて

((((1111)))) 西普天間住宅地区跡地利用西普天間住宅地区跡地利用西普天間住宅地区跡地利用西普天間住宅地区跡地利用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県がががが導入導入導入導入をををを検討検討検討検討するするするする重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設のののの課題課題課題課題とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 普天間高校普天間高校普天間高校普天間高校のののの移転移転移転移転についてについてについてについて課題課題課題課題とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地のののの支障除去調査支障除去調査支障除去調査支障除去調査（（（（アスベストアスベストアスベストアスベスト等等等等））））におけるにおけるにおけるにおける沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの役割役割役割役割、、、、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)))) 北部地域大型観光拠点推進北部地域大型観光拠点推進北部地域大型観光拠点推進北部地域大型観光拠点推進についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪのののの立地場所立地場所立地場所立地場所としてとしてとしてとして国営海洋博公園国営海洋博公園国営海洋博公園国営海洋博公園がががが最有力候補最有力候補最有力候補最有力候補となっているとなっているとなっているとなっている。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 米企業米企業米企業米企業ががががＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪをををを買収買収買収買収するするするする動動動動きがあるがきがあるがきがあるがきがあるが、、、、沖縄進出計画沖縄進出計画沖縄進出計画沖縄進出計画ののの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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 海洋博公園海洋博公園海洋博公園海洋博公園のののの運営状況運営状況運営状況運営状況（（（（過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの来場者数来場者数来場者数来場者数、、、、収支収支収支収支））））をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 管理者管理者管理者管理者のののの美美美美らららら島財団島財団島財団島財団がががが果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた役割役割役割役割とととと実績実績実績実績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)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 導入計画案策定導入計画案策定導入計画案策定導入計画案策定のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと今今今今後後後後のスのスのスのスケケケケジジジジュールュールュールュールについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 市町村市町村市町村市町村、、、、県県県県民参加民参加民参加民参加型型型型のののの運営運営運営運営形形形形態態態態にすにすにすにすべべべべききききではではではではないないないないかかかか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済戦略構戦略構戦略構戦略構想想想想のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((1111)))) アジアアジアアジアアジア戦略構戦略構戦略構戦略構想策定想策定想策定想策定委員委員委員委員会会会会のののの登申内容登申内容登申内容登申内容とととと今今今今後後後後のののの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。。。。

5555 消消消消防行防行防行防行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県消沖縄県消沖縄県消沖縄県消防指令防指令防指令防指令セセセセンンンンターターターター設設設設置置置置のののの目的目的目的目的とととと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。。。。

((((2222)))) 消消消消防職員防職員防職員防職員のののの充足率充足率充足率充足率、、、、全全全全国国国国平均平均平均平均77776666....5555％％％％、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県58585858....8888％％％％でででで全全全全国国国国でででで44445555位位位位とととと低低低低いいいい。。。。対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 観光関連施策観光関連施策観光関連施策観光関連施策についてについてについてについて

((((1111)))) 外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの病気病気病気病気、、、、事事事事故故故故等等等等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

ｱｱｱｱ 外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの医医医医療機関療機関療機関療機関へのへのへのへの通院通院通院通院、、、、入入入入院院院院のののの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。。。。

ｲｲｲｲ 外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの交通交通交通交通事事事事故故故故、、、、そのそのそのその他他他他事事事事故件故件故件故件数数数数のののの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。。。。

ｳｳｳｳ 外外外外国国国国人人人人観光観光観光観光客客客客のののの病気病気病気病気やややや事事事事故故故故等等等等にににに対対対対するするするする関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連連連連携携携携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)))) パパパパスポスポスポスポーーーートトトト関連関連関連関連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ パパパパスポスポスポスポーーーートトトト申請申請申請申請のののの市町村窓口市町村窓口市町村窓口市町村窓口設設設設置置置置状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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ｲｲｲｲ 県県県県民民民民ののののパパパパスポスポスポスポーーーートトトト取取取取得得得得状況状況状況状況、、、、中学生中学生中学生中学生、、、、高校高校高校高校生生生生のののの取取取取得得得得状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 国国国国際際際際感感感感覚覚覚覚をををを育育育育むむむむためにためにためにために、、、、海海海海外外外外へのへのへのへの修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行をををを奨励奨励奨励奨励しししし助助助助成成成成をををを図図図図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思思思思いいいいまままますすすす。。。。
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 道道道道路路路路管理管理管理管理行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 県道県道県道県道、、、、国道国道国道国道のののの雑草雑草雑草雑草がががが見見見見苦苦苦苦しいしいしいしい、、、、観光立県観光立県観光立県観光立県としてとしてとしてとして除除除除草作草作草作草作業業業業をををを徹底徹底徹底徹底すすすすべべべべききききでででであるあるあるある。。。。現状現状現状現状とととと見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶ問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) ３３３３歳女児虐待死歳女児虐待死歳女児虐待死歳女児虐待死事事事事件件件件のののの問題点問題点問題点問題点とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 学学学学校現場校現場校現場校現場におけるにおけるにおけるにおける児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶ問題問題問題問題へのへのへのへの教育教育教育教育がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。現状現状現状現状とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 福祉行福祉行福祉行福祉行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 認認認認可可可可保育園保育園保育園保育園のののの許可許可許可許可基準基準基準基準にににに県県県県がががが目指目指目指目指すすすす正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用率率率率60606060％％％％をををを規規規規定定定定すすすすべべべべききききではではではではないないないないかかかか見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 高高高高齢齢齢齢者施策者施策者施策者施策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県内内内内のののの高高高高齢齢齢齢者者者者福祉福祉福祉福祉事業事業事業事業のののの状況状況状況状況はははは全全全全国国国国とととと比較比較比較比較してしてしてしてどどどどううううかかか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 高高高高齢齢齢齢者者者者へのへのへのへの生生生生きがいきがいきがいきがいやややや悩悩悩悩みみみみ、、、、幸福度幸福度幸福度幸福度等等等等のののの調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、「「「「長長長長寿生寿生寿生寿生きがいきがいきがいきがい日日日日本一本一本一本一」」」」のののの県県県県をををを
目指目指目指目指すすすすべべべべききききではではではでは、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11110000文化文化文化文化、、、、観光観光観光観光、、、、スポスポスポスポーツーツーツーツ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)))) ししししまくまくまくまくととととぅばぅばぅばぅば継継継継承承承承とととと発展発展発展発展にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現状現状現状現状とととと今今今今後後後後のののの方方方方針針針針とととと施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 第第第第６６６６回世界回世界回世界回世界のウのウのウのウチナーチナーチナーチナーンンンンチュチュチュチュ大会大会大会大会のののの開催開催開催開催にににに向向向向けたけたけたけた準備等準備等準備等準備等のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 台湾台湾台湾台湾でででで開催予開催予開催予開催予定定定定のののの「「「「感感感感謝謝謝謝のののの夕夕夕夕べべべべ」」」」についてについてについてについて概概概概要要要要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11111111農林水産行農林水産行農林水産行農林水産行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 台台台台風風風風11115555号号号号によるによるによるによる被害被害被害被害状況状況状況状況とととと対策対策対策対策、、、、支支支支援援援援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

12121212エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーアアアアククククシシシショョョョンンンンプラプラプラプランのンのンのンの中中中中でででで電電電電力自力自力自力自由由由由化化化化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みはどみはどみはどみはどのようなのようなのようなのような位位位位置置置置づづづづ
けになっているけになっているけになっているけになっているかかかか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

13131313 教育教育教育教育行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 文文文文科省科省科省科省のののの問題問題問題問題行行行行動調査動調査動調査動調査によるによるによるによる県県県県内小内小内小内小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校のののの暴暴暴暴力力力力件件件件数数数数のののの割割割割合合合合とととと課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立高校県立高校県立高校県立高校のののの不登不登不登不登校校校校とととと中途退学中途退学中途退学中途退学者者者者のののの状況状況状況状況とそのとそのとそのとその推移推移推移推移、、、、要要要要因因因因、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

14141414飲酒飲酒飲酒飲酒運転運転運転運転のののの根絶根絶根絶根絶についてについてについてについて

((((1111)))) こここことしとしとしとし上半期上半期上半期上半期のののの飲酒飲酒飲酒飲酒運転運転運転運転摘発件摘発件摘発件摘発件数数数数、、、、人身人身人身人身、、、、死亡死亡死亡死亡事事事事故率全故率全故率全故率全国国国国ワーワーワーワーストストストスト１１１１位位位位のののの結結結結果果果果をををを受受受受けけけけ、、、、総総総総
括括括括とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 飲酒飲酒飲酒飲酒運転運転運転運転にににに対対対対するするするする規範規範規範規範意意意意識識識識をををを向上向上向上向上させさせさせさせるためにるためにるためにるためにはははは、、、、学学学学校現場校現場校現場校現場やややや地区公地区公地区公地区公民館民館民館民館等等等等ででででのののの教教教教
育育育育、、、、啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙活動活動活動活動がががが重要重要重要重要でででですすすす。。。。現状現状現状現状とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11115555県県県県議議議議会会会会議員議員議員議員のののの寄付行為寄付行為寄付行為寄付行為についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄平和賞平和賞平和賞平和賞、、、、赤赤赤赤いいいい羽根羽根羽根羽根、、、、緑緑緑緑のののの羽根募金羽根募金羽根募金羽根募金はははは公公公公職選挙職選挙職選挙職選挙法法法法にににに違反違反違反違反するのするのするのするのかかかか伺伺伺伺うううう。。。。
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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27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月01010101    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 11119999分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（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)))) 普天間普天間普天間普天間のののの県県県県外外外外・・・・国国国国外外外外移転移転移転移転のののの県県県県民民民民支支支支持持持持をををを背背背背にににに受受受受けけけけ、、、、前前前前知事知事知事知事によるによるによるによる辺野古埋立承認取辺野古埋立承認取辺野古埋立承認取辺野古埋立承認取りりりり消消消消しししし
にににに向向向向けけけけ、、、、具体的具体的具体的具体的手手手手続続続続にににに入入入入ったったったった。。。。国国国国とのとのとのとの法法法法廷闘争廷闘争廷闘争廷闘争のののの可能性可能性可能性可能性がががが高高高高ままままるるるる中中中中、、、、今今今今後後後後、、、、どどどどのようにのようにのようにのように見見見見
通通通通しをしをしをしを立立立立てているてているてているてているかかかか。。。。

((((2222)))) 駐留駐留駐留駐留軍用地跡地利用軍用地跡地利用軍用地跡地利用軍用地跡地利用にににに伴伴伴伴うううう経済経済経済経済波及効波及効波及効波及効果等果等果等果等についてについてについてについて、、、、県県県県のののの試算試算試算試算をををを否否否否定定定定するするするする本本本本がががが出出出出版版版版ささささ
れれれれているているているている。。。。経済経済経済経済波及効波及効波及効波及効果果果果、、、、雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果、、、、税税税税収収収収効効効効果等果等果等果等、、、、県県県県のののの認認認認識識識識はどはどはどはどううううかかかか。。。。

((((3333)))) アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済戦略特戦略特戦略特戦略特区区区区構構構構想想想想についてについてについてについて、、、、検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会かかかからららら案案案案がががが示示示示されされされされたがたがたがたが、、、、今今今今後後後後どどどどのようにのようにのようにのように県県県県
のののの施策施策施策施策にににに反映反映反映反映させさせさせさせていていていていくかくかくかくか。。。。

((((4444)))) 国連国連国連国連人権人権人権人権理事会理事会理事会理事会ででででのののの演説演説演説演説についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 世界世界世界世界ののののリーダーリーダーリーダーリーダーのののの皆皆皆皆さんさんさんさんにににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をををを知知知知ってってってってももももらうらうらうらう意意意意義義義義のあるのあるのあるのある演説演説演説演説だだだだったとったとったとったと思思思思うがうがうがうが、、、、参参参参
加加加加者者者者及及及及びびびび地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの反反反反応応応応はどはどはどはどううううだだだだったったったったかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 世界世界世界世界ののののママママススススコミコミコミコミ各社各社各社各社のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいいはどはどはどはどううううだだだだったったったったかかかか。。。。

2222 平平平平成成成成22228888年年年年度予算確度予算確度予算確度予算確保保保保についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国かかかからのらのらのらの財政移転財政移転財政移転財政移転についてについてについてについて、、、、国国国国庫庫庫庫支出支出支出支出金金金金やややや地方地方地方地方交付税交付金交付税交付金交付税交付金交付税交付金ななななどどどどのののの合合合合計計計計額額額額はははは全全全全国国国国比比比比でででで
どどどどううううかかかか、、、、ままままたたたた、、、、県県県県民民民民１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの公公公公的的的的支出支出支出支出額額額額はははは全全全全国国国国でででで何何何何位位位位かかかか。。。。

((((2222)))) 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興予算予算予算予算のののの一括一括一括一括計計計計上上上上方方方方式式式式がががが沖縄沖縄沖縄沖縄優遇優遇優遇優遇とのとのとのとの誤誤誤誤解解解解をををを与与与与えているえているえているえている。。。。予算予算予算予算計計計計上上上上のありのありのありのあり方方方方をををを改改改改
めるめるめるめるべべべべききききではではではではないないないないかかかか。。。。

((((3333)))) 基地基地基地基地とととと沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興とのとのとのとのリリリリンンンンククククをををを国国国国もももも県県県県もももも否否否否定定定定しているがしているがしているがしているが、、、、現実現実現実現実ににににはマはマはマはマススススコミもコミもコミもコミも国国国国民民民民もリもリもリもリンンンンククククしてしてしてして
いるとのいるとのいるとのいるとの誤誤誤誤解解解解があるがあるがあるがある。。。。誤誤誤誤解解解解をををを解解解解くくくくためにためにためにためにどどどどうううう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

3333 経済経済経済経済、、、、雇雇雇雇用用用用、、、、資源資源資源資源開発開発開発開発等等等等についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海ににににはははは、、、、豊富豊富豊富豊富なななな海海海海底底底底資源資源資源資源のののの可能性可能性可能性可能性がががが指摘指摘指摘指摘されされされされているているているている。。。。将将将将来来来来、、、、県財政県財政県財政県財政のののの充充充充実実実実にににに貢献貢献貢献貢献
がががが期待期待期待期待されされされされるるるる開発開発開発開発事業事業事業事業にににに県県県県としてとしてとしてとして積極積極積極積極的的的的ににににかかかかかかかかわわわわるるるるべべべべききききでででであるあるあるある。。。。どどどどのようなのようなのようなのような構構構構想想想想をををを検討検討検討検討しししし
ているているているているかかかか。。。。

((((2222)))) 航空航空航空航空機機機機整整整整備基地備基地備基地備基地整整整整備事業備事業備事業備事業についてについてについてについて、、、、用地用地用地用地確確確確保保保保やややや値段値段値段値段ななななどどどど、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉のののの経過経過経過経過やややや見見見見
通通通通ししししはどはどはどはどううううかかかか。。。。

((((3333)))) 雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題についてについてについてについて、、、、失失失失業業業業率率率率、、、、有有有有効効効効求求求求人人人人倍倍倍倍率率率率ななななどどどどのののの数数数数値値値値はどはどはどはどううううかかかか。。。。ままままたたたた、、、、非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用率率率率のののの
改善改善改善改善についてについてについてについて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ受受受受けけけけ入入入入れれれれ事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、県県県県はははは２２２２万万万万人規人規人規人規模模模模をををを目指目指目指目指しているがしているがしているがしているが、、、、専門家専門家専門家専門家かかかかららららはもはもはもはもっっっっ
とととと規規規規模模模模をををを大大大大ききききくくくくすすすすべべべべきとのきとのきとのきとの提提提提案案案案もももも出出出出ているているているている。。。。どどどどのようにのようにのようにのように検討検討検討検討するするするするかかかか。。。。ままままたたたた、、、、魅魅魅魅力力力力とととと競競競競争争争争力力力力、、、、収収収収
益益益益性性性性をををを高高高高めるめるめるめる方策方策方策方策についてについてについてについて、、、、どどどどうううう考考考考えるえるえるえるかかかか。。。。

((((5555)))) 本本本本年年年年度度度度のののの観光観光観光観光誘誘誘誘客客客客についてについてについてについて、、、、目目目目標値標値標値標値とととと現状現状現状現状のののの推移推移推移推移はどはどはどはどううううかかかか。。。。国国国国内内内内、、、、国国国国外外外外のののの両方両方両方両方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)))) 着陸料着陸料着陸料着陸料等等等等のののの軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて、、、、県県県県はははは平平平平成成成成22228888年年年年３３３３月月月月にににに期期期期限切限切限切限切れれれれをををを迎迎迎迎えるえるえるえる那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港発発発発着着着着のののの国国国国内内内内
路路路路線線線線にににに係係係係るるるる着陸料着陸料着陸料着陸料やややや航航航航行援助行援助行援助行援助施設利用施設利用施設利用施設利用料料料料のののの軽減措軽減措軽減措軽減措置置置置のののの延延延延長長長長をををを国国国国にににに要要要要請請請請したしたしたした。。。。見見見見通通通通ししししはははは
どどどどううううかかかか。。。。

4444 福祉医福祉医福祉医福祉医療療療療行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 長長長長寿寿寿寿県日県日県日県日本一本一本一本一復復復復活計画活計画活計画活計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 健康診断健康診断健康診断健康診断受受受受診診診診率率率率がががが全全全全国国国国にににに比比比比べべべべてててて低低低低いいいい理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。ままままたたたた、、、、どどどどうすうすうすうすればればればれば上上上上げげげげらららられれれれるるるるかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 日日日日本一本一本一本一をををを達達達達成成成成するにするにするにするにはははは、、、、全全全全庁庁庁庁的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみがががが必必必必要要要要だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、どどどどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。
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ｳｳｳｳ 自自自自殺殺殺殺防防防防止止止止対策対策対策対策もももも重要重要重要重要になってになってになってになってくくくくるとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、どどどどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。

ｴｴｴｴ 日日日日本一本一本一本一復復復復活活活活ののののキキキキーーーーポポポポイイイイントントントントはははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 我我我我がががが県県県県におけるにおけるにおけるにおけるロロロロタタタタウウウウイイイイルルルルスススス胃腸炎胃腸炎胃腸炎胃腸炎予防予防予防予防ワクチワクチワクチワクチンのンのンのンの導入導入導入導入はどはどはどはどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。ままままたたたた、、、、肺炎球肺炎球肺炎球肺炎球
菌菌菌菌ポポポポリリリリサッカサッカサッカサッカラララライドイドイドイドワクチワクチワクチワクチンのンのンのンの実施実施実施実施はどはどはどはどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。

((((3333)))) 保育保育保育保育士士士士確確確確保保保保についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 保育保育保育保育士士士士確確確確保保保保のためにのためにのためにのために、、、、県県県県がががが補補補補助助助助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、、、、大大大大きなきなきなきな目的目的目的目的はははは何何何何かかかか。。。。ままままたたたた、、、、どどどどのののの
ようなようなようなような効効効効果果果果がががが期待期待期待期待でででできるきるきるきるかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県内内内内のののの認認認認可可可可保育所保育所保育所保育所のののの正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用率率率率がががが41414141....2222％％％％とととと低低低低いいいい理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。ままままたたたた、、、、数数数数値値値値をををを高高高高めるためめるためめるためめるため
にににに、、、、どどどどうううう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

ｳｳｳｳ ママママススススコミコミコミコミ報報報報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、認認認認可可可可保育所保育所保育所保育所でででで正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用率率率率のののの最最最最もももも低低低低いのがいのがいのがいのが6666....7777％％％％とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、そそそそれでれでれでれで
もももも認認認認可可可可保育所保育所保育所保育所としてとしてとしてとして継続継続継続継続でででできるのきるのきるのきるのかかかか。。。。

ｴｴｴｴ 保育保育保育保育士士士士のののの待待待待遇遇遇遇をよをよをよをよくくくくしないしないしないしない限限限限りりりり、、、、不足不足不足不足のののの解消解消解消解消はははは思思思思うようにいうようにいうようにいうようにいかかかかないとないとないとないと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、どどどどのようなのようなのようなのような
対策対策対策対策をををを考考考考えているえているえているえているかかかか。。。。

((((4444)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院のののの医医医医師師師師確確確確保保保保並並並並びびびびにににに看護師看護師看護師看護師確確確確保保保保についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医医医医師師師師及及及及びびびび看護師看護師看護師看護師ががががややややめていめていめていめていくくくく大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因はははは何何何何かかかか。。。。ままままたたたた、、、、そのそのそのその対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 看護師看護師看護師看護師のののの再就再就再就再就職職職職制制制制度度度度はどはどはどはどのようにのようにのようにのように機機機機能能能能しているしているしているしているかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 県立県立県立県立病院病院病院病院、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれのののの地域地域地域地域のののの看護師看護師看護師看護師充足率充足率充足率充足率はどはどはどはどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか（（（（33330000分分分分圏圏圏圏内内内内）。）。）。）。

((((5555)))) 老老老老人虐待人虐待人虐待人虐待についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 近近近近年年年年、、、、老老老老人虐待人虐待人虐待人虐待ががががふふふふえてきているようえてきているようえてきているようえてきているようでででであるがあるがあるがあるが、、、、我我我我がががが県県県県におけるにおけるにおけるにおける現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はどはどはどはどうなってうなってうなってうなって
いるいるいるいるかかかか。。。。

5555 教育教育教育教育行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 学学学学力力力力向上向上向上向上対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 小学小学小学小学校高校高校高校高学学学学年年年年のののの学学学学力力力力はかはかはかはかなりなりなりなり向上向上向上向上してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、中学生中学生中学生中学生がががが全全全全国最国最国最国最下下下下位位位位のののの原原原原因因因因はははは何何何何かかかか。。。。分分分分
析析析析したしたしたした結結結結果果果果はどはどはどはどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 気気気気候候候候風風風風土土土土のののの関係関係関係関係ももももあるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが、、、、日日日日がががが暮暮暮暮れれれれててててもまだもまだもまだもまだ遊遊遊遊んでんでんでんでいるいるいるいる子子子子供供供供をををを多多多多くくくく見見見見かかかかけるけるけるける。。。。日日日日常常常常
生生生生活活活活かかかからららら見直見直見直見直しししし、、、、早寝早寝早寝早寝・・・・早起早起早起早起きききき・・・・読書読書読書読書のののの習慣習慣習慣習慣をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつけるこここことがとがとがとが、、、、学学学学力力力力向上向上向上向上のののの第一第一第一第一歩歩歩歩とととと考考考考
えるがえるがえるがえるがどどどどううううかかかか。。。。

((((2222)))) 世界世界世界世界にににに羽羽羽羽ばばばばたたたたくくくく人人人人材材材材のののの育成育成育成育成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 小学小学小学小学校校校校低学低学低学低学年年年年のののの英語英語英語英語教育教育教育教育ににににももももっとっとっとっと力力力力をををを入入入入れれれれるるるるべべべべききききだだだだとととと考考考考えるがえるがえるがえるがどどどどううううかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 県費県費県費県費のののの外外外外国国国国短短短短期留学期留学期留学期留学制制制制度度度度のののの枠枠枠枠ををををももももっとっとっとっと広広広広げげげげ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るがえるがえるがえるがどどどどううううかかかか。。。。

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇市市市市にににに特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校をををを設設設設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

ｱｱｱｱ 那覇那覇那覇那覇市市市市ににににはははは主主主主にににに肢肢肢肢体不体不体不体不自自自自由児由児由児由児をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした那覇那覇那覇那覇特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校ははははあるがあるがあるがあるが、、、、知知知知的的的的障障障障害児害児害児害児
をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれるるるる特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校がないがないがないがない。。。。ななななぜぜぜぜなのなのなのなのかかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 市外市外市外市外のののの特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校にににに通通通通っているっているっているっている児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒がががが約約約約444400000000人人人人ももももいるいるいるいる現状現状現状現状をををを教育教育教育教育委員委員委員委員長長長長はどはどはどはどうううう
見見見見ているているているているかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ ９９９９月月月月11110000日日日日付付付付でででで、、、、諸諸諸諸見見見見里里里里教育長教育長教育長教育長宛宛宛宛てにてにてにてに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ協協協協議議議議会会会会代表仲代表仲代表仲代表仲村村村村利利利利江江江江ささささ
んかんかんかんからららら陳情書陳情書陳情書陳情書がががが出出出出されされされされているているているている。。。。ここここののののここここととととはははは、、、、やむやむやむやむににににやまれやまれやまれやまれずずずずとったとったとったとった行行行行動動動動だだだだとととと思思思思うううう。。。。早急早急早急早急なななな
対策対策対策対策がががが必必必必要要要要だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、教育長教育長教育長教育長のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 農林水産行農林水産行農林水産行農林水産行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 台台台台風風風風にににに強強強強いいいい農農農農業業業業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 台台台台風風風風銀座銀座銀座銀座とととと呼呼呼呼ばればればればれているているているている我我我我がががが県県県県ではではではでは、、、、台台台台風風風風をををを避避避避けてけてけてけてはははは通通通通れれれれないないないない。。。。そうそうそうそうででででああああればればればれば、、、、台台台台風風風風にににに
強強強強いいいい農農農農業業業業をするしをするしをするしをするしかかかかないないないない。。。。どどどどうあるうあるうあるうあるべべべべききききかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 農農農農業共済業共済業共済業共済のののの加加加加入入入入率向上率向上率向上率向上対策対策対策対策はどはどはどはどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 日日日日持持持持ちちちちがよがよがよがよくくくく、、、、台台台台風風風風ににににもももも強強強強いいいい生産生産生産生産物物物物をををを特特特特化化化化してしてしてして多量多量多量多量生産生産生産生産しししし、、、、県県県県外外外外、、、、国国国国外外外外にににに出出出出荷荷荷荷するするするするこここことをとをとをとを
考考考考えてえてえてえてはどはどはどはどううううかかかか。。。。

7777 土木建築土木建築土木建築土木建築行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 大型大型大型大型クルークルークルークルーズズズズ船専船専船専船専用用用用ババババーーーースのスのスのスの増増増増設設設設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 大型大型大型大型クルークルークルークルーズズズズ船船船船のののの専専専専用用用用ババババーーーースがスがスがスが１１１１つしつしつしつしかかかかないためにないためにないためにないために44440000隻余隻余隻余隻余りがりがりがりが寄寄寄寄港港港港ををををキャキャキャキャンンンンセルセルセルセルしたとしたとしたとしたと
ののののここここととととでででであるがあるがあるがあるが、、、、そのそのそのその事実事実事実事実をををを確確確確かかかかめたいめたいめたいめたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光がががが脚脚脚脚光光光光をををを浴浴浴浴びびびび、、、、クルークルークルークルーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港希望港希望港希望港希望がががが急増急増急増急増しているしているしているしている現現現現在在在在、、、、新新新新しいしいしいしいババババーーーースのスのスのスの
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建建建建設設設設がががが急急急急ががががれれれれるがるがるがるが、、、、計画計画計画計画のののの前前前前倒倒倒倒しをするしをするしをするしをする考考考考えがないえがないえがないえがないかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 将将将将来来来来のののの1111000000000000万万万万人人人人観光観光観光観光をををを考考考考えたえたえたえた場場場場合合合合、、、、最最最最低低低低でもでもでもでもあとあとあとあと２２２２ババババーーーーススススはははは必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるがどどどどううううかかかか。。。。

((((2222)))) 都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレールールールール最最最最終駅終駅終駅終駅（（（（西西西西原原原原入入入入口口口口））））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

ｱｱｱｱ 地地地地権権権権者者者者はははは、、、、複複複複合的合的合的合的ななななビビビビルルルルをををを望望望望んでんでんでんでいるよういるよういるよういるようだだだだがががが、、、、県県県県やややや市市市市とのとのとのとの調調調調整整整整はどはどはどはどうなっているうなっているうなっているうなっているかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 与与与与那原那原那原那原町町町町ははははＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥをををを誘致誘致誘致誘致決定決定決定決定したしたしたしたここここととととかかかからららら、、、、マリマリマリマリンンンンタタタタウンウンウンウンまでまでまでまでのののの新新新新設設設設をををを望望望望んでんでんでんでいるがいるがいるがいるが、、、、計計計計
画画画画するするするする考考考考ええええははははないないないないかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 最最最最低低低低制限価格制限価格制限価格制限価格のののの引引引引きききき上上上上げげげげについてについてについてについて
　県　県　県　県建建建建設業設業設業設業審審審審議議議議会会会会ではではではでは、、、、公共公共公共公共工工工工事事事事のののの落札額落札額落札額落札額のののの最最最最低低低低制限制限制限制限のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて協協協協議議議議しししし、、、、現現現現在在在在、、、、
予予予予定定定定価格価格価格価格のののの77770000～～～～90909090％％％％とととと定定定定めているのをめているのをめているのをめているのを、、、、上上上上限限限限をををを引引引引きききき上上上上げげげげるるるる方方方方向向向向でででで検討検討検討検討しているとのしているとのしているとのしているとのここここととととでででで
あるあるあるある。。。。現現現現在在在在、、、、建建建建設業設業設業設業のののの置置置置かれかれかれかれているているているている立場立場立場立場をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、人人人人材材材材不足不足不足不足、、、、資材資材資材資材等等等等のののの高高高高騰騰騰騰によるによるによるによる経営経営経営経営
難難難難、、、、社社社社会会会会にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献度度度度等等等等をををを考考考考慮慮慮慮したしたしたした場場場場合合合合、、、、予予予予定定定定価格価格価格価格ににににほぼほぼほぼほぼ近近近近いといといといとこここころろろろまでまでまでまで持持持持っていっていっていっていくくくく必必必必
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るがえるがえるがえるがどどどどううううかかかか。。。。

8888 文化文化文化文化、、、、観光観光観光観光、、、、スポスポスポスポーツーツーツーツ行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 大型大型大型大型クルークルークルークルーズズズズ船船船船観光観光観光観光客客客客のののの通通通通関手関手関手関手続続続続のスのスのスのスピピピピーーーードドドドアアアアッッッッププププについてについてについてについて
　　　　以以以以前前前前にににに比比比比べべべべるとるとるとると、、、、かかかかなりなりなりなり短縮短縮短縮短縮されされされされているがているがているがているが、、、、他他他他国国国国のののの状況状況状況状況とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、1111000000000000人人人人当当当当たりたりたりたりどどどどののののくくくく
らいらいらいらい違違違違うのうのうのうのかかかか。。。。ままままたたたた、、、、ももももっとっとっとっと短縮短縮短縮短縮でででできるきるきるきる方法方法方法方法ははははないのないのないのないのかかかか。。。。

((((2222)))) 大型大型大型大型クルークルークルークルーズズズズ船船船船観光観光観光観光客客客客のののの利利利利便便便便性性性性をををを図図図図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

ｱｱｱｱ 多言語多言語多言語多言語（（（（英語英語英語英語、、、、中中中中国国国国語語語語、、、、韓韓韓韓国国国国語語語語等等等等））））によるによるによるによる道道道道路路路路標標標標識識識識やややや観光観光観光観光スポスポスポスポッッッットのトのトのトの案案案案内内内内板板板板はははは、、、、どどどどのののの程程程程度度度度
整整整整備備備備されされされされているているているているかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 外外外外国国国国かかかからのらのらのらの観光観光観光観光客客客客ををををももももてなすてなすてなすてなす意意意意味味味味でででで、、、、低低低低床床床床ババババスによるスによるスによるスによる若狭若狭若狭若狭クルークルークルークルーズズズズ船船船船ババババーーーーススススかかかからららら、、、、国国国国際際際際
通通通通りをりをりをりを通通通通ってってってって、、、、天久天久天久天久新都心新都心新都心新都心経経経経由由由由のののの一一一一周周周周333300000000円程円程円程円程度度度度のののの「「「「イイイイチチチチャャャャリリリリババババチョーチョーチョーチョーデデデデーーーーババババスススス」」」」（（（（仮称仮称仮称仮称））））
をををを運運運運行行行行させさせさせさせててててはどはどはどはどううううかかかか。。。。

((((3333)))) 御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元のののの必必必必要要要要性性性性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考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 那覇那覇那覇那覇市市市市がががが具体的具体的具体的具体的にににに動動動動きききき出出出出しししし、、、、平平平平成成成成22228888年年年年度予算度予算度予算度予算にににに一一一一部計部計部計部計上上上上するするするするこここことになっているととになっているととになっているととになっていると聞聞聞聞いていていていて
いるがいるがいるがいるが、、、、県県県県はどはどはどはどのようなのようなのようなのような状況状況状況状況かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 復元復元復元復元にににに当当当当たってたってたってたってはははは、、、、首里城復元首里城復元首里城復元首里城復元方方方方式式式式でででで国国国国ににににややややってってってってももももらうらうらうらうこここことになるととになるととになるととになると思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県がががが積極積極積極積極的的的的
にににに国国国国やややや那覇那覇那覇那覇市市市市とととと連連連連携携携携をとってをとってをとってをとって進進進進めていってめていってめていってめていってももももらいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思思思思うがうがうがうがどどどどううううかかかか。。。。

ｴｴｴｴ ここここのののの事業事業事業事業をををを成成成成功功功功させさせさせさせるためにるためにるためにるためにはははは、、、、カカカカトトトトリリリリッッッックククク教会教会教会教会のののの移転用地移転用地移転用地移転用地確確確確保保保保がががが大大大大前前前前提提提提になっておりになっておりになっておりになっており、、、、
幸幸幸幸いにいにいにいにもももも国国国国、、、、県県県県のののの用地用地用地用地がががが近近近近辺辺辺辺にあるためにあるためにあるためにあるため、、、、ぜひぜひぜひぜひとととともももも理解理解理解理解とととと協協協協力力力力をいたをいたをいたをいただだだだきたいときたいときたいときたいと考考考考えるえるえるえる
がががが、、、、どどどどううううかかかか。。。。

ｵｵｵｵ ワーワーワーワーキキキキンンンンググググググググループループループループののののささささらなるらなるらなるらなる活活活活躍躍躍躍をををを期待期待期待期待するするするするももももののののでででであるがあるがあるがあるが、、、、現現現現在在在在はどはどはどはどのようなのようなのようなのような状況状況状況状況かかかか。。。。
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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27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月01010101    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 11115555分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 国連演説国連演説国連演説国連演説のののの成果成果成果成果についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国連国連国連国連人権人権人権人権理事会理事会理事会理事会ででででのののの知事知事知事知事のののの演説演説演説演説はははは県県県県民民民民にににに勇勇勇勇気気気気とととと希望希望希望希望をををを与与与与えているえているえているえている。。。。演説演説演説演説、、、、記者会見等記者会見等記者会見等記者会見等
をををを通通通通してのしてのしてのしての成果成果成果成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 知事知事知事知事のののの演説演説演説演説はははは、、、、世界世界世界世界にににに向向向向かかかかってってってって発発発発信信信信したしたしたしたももももののののででででありありありあり、、、、そのそのそのその全全全全文文文文をををを、、、、世界各世界各世界各世界各国国国国のののの元首元首元首元首とととと国国国国
連連連連のののの事事事事務務務務総総総総長長長長及及及及びびびびアアアアメメメメリリリリカカカカのののの上上上上下下下下両両両両院議員院議員院議員院議員、、、、環境環境環境環境団団団団体体体体、、、、人権人権人権人権団団団団体体体体ななななどどどどにににに速速速速やかやかやかやかにににに郵送郵送郵送郵送
すすすすべべべべききききでででであるあるあるある。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事のののの国連演説国連演説国連演説国連演説にににに対対対対してしてしてして日日日日本本本本政府政府政府政府がががが、、、、「「「「軍事施設軍事施設軍事施設軍事施設のののの問題問題問題問題をををを人権人権人権人権理事会理事会理事会理事会でででで取取取取りりりり扱扱扱扱うのうのうのうのはははは
ななななじじじじままままないないないない」」」」とのとのとのとの発発発発言言言言はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民ににににはははは人権人権人権人権ははははないとないとないとないと言言言言っているにっているにっているにっているにひひひひとしいととしいととしいととしいと思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ ままままたたたた、、、、「「「「日日日日本本本本政府政府政府政府にとってにとってにとってにとって、、、、安安安安全全全全保障保障保障保障環境環境環境環境がががが厳厳厳厳ししししささささをををを増増増増しているときにしているときにしているときにしているときに、、、、国国国国民民民民のののの安安安安全全全全なななな生生生生
活活活活をををを維維維維持持持持するためにするためにするためにするために国国国国家家家家のののの安安安安全全全全をををを確確確確保保保保するするするするここここととととはははは、、、、何何何何よりよりよりよりもももも重要重要重要重要ななななここここととととでででですすすす」」」」とのとのとのとの発発発発言言言言
はははは、、、、戦前戦前戦前戦前のののの本本本本土土土土防防防防衛衛衛衛、、、、国国国国体体体体護護護護持持持持のためにのためにのためにのために沖縄沖縄沖縄沖縄をををを捨捨捨捨てててて石石石石にしたようににしたようににしたようににしたように、、、、ままままたたたた沖縄沖縄沖縄沖縄をををを犠牲犠牲犠牲犠牲にににに
するというするというするというするというこここことをあとをあとをあとをあかかかかららららさまさまさまさまにににに表明表明表明表明したしたしたしたももももののののではではではではないないないないかかかか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 訪訪訪訪米後米後米後米後のののの世世世世論論論論のののの変変変変化化化化についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ５５５５月月月月かかかからららら６６６６月月月月のののの訪訪訪訪米後米後米後米後のアのアのアのアメメメメリリリリカカカカとととと世界及世界及世界及世界及びびびび国国国国内内内内のののの辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題にににに対対対対するするするする認認認認識識識識のののの変変変変化化化化
やややや深深深深化化化化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 訪訪訪訪米米米米行行行行動動動動とととと今回今回今回今回のののの人権人権人権人権理事会理事会理事会理事会ででででのののの演説演説演説演説のののの成果成果成果成果のののの上上上上にににに、、、、埋立承認取埋立承認取埋立承認取埋立承認取りりりり消消消消しししし後後後後のののの適切適切適切適切なななな時時時時
期期期期にににに、、、、再再再再度度度度、、、、訪訪訪訪米米米米やややや国連国連国連国連及及及及びびびび本本本本土土土土ななななどどどどへのへのへのへの働働働働ききききかかかかけけけけもももも必必必必要要要要になってになってになってになってくくくくるとるとるとると思思思思うがうがうがうが計画計画計画計画をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 埋立承認取埋立承認取埋立承認取埋立承認取りりりり消消消消しについてしについてしについてしについて

ｱｱｱｱ 2222000013131313年年年年11111111月月月月12121212日日日日のののの県県県県のののの中中中中間間間間報告報告報告報告のののの内容内容内容内容についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 「「「「辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案はははは不可能不可能不可能不可能」」」」、、、、「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全はははは不可能不可能不可能不可能」」」」、、、、「「「「配配配配慮慮慮慮すすすすべべべべきききき地地地地元元元元のののの意見意見意見意見ありありありあり」」」」、、、、「「「「名名名名
護護護護市市市市とのとのとのとの協協協協議議議議成立成立成立成立していないしていないしていないしていない」」」」、、、、「「「「知事知事知事知事裁量裁量裁量裁量でででで不不不不承認承認承認承認もももも可能可能可能可能」」」」とととと県県県県のののの立場立場立場立場をををを明明明明確確確確にしていにしていにしていにしてい
たたたた中中中中間間間間報告報告報告報告かかかからららら、、、、12121212月月月月27272727日日日日のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認までまでまでまでのののの経経経経緯緯緯緯をををを見見見見るとるとるとると、、、、前前前前知事知事知事知事がががが政府政府政府政府のののの圧圧圧圧力力力力にににに屈屈屈屈
服服服服してしてしてして、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設容容容容認認認認へへへへ111180808080度度度度転転転転換換換換しているしているしているしているこここことがとがとがとが浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がってがってがってがってくくくくるるるる。。。。そのそのそのその間間間間のののの経経経経緯緯緯緯
をををを明明明明ららららかかかかににににされされされされたいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 米米米米元元元元国国国国務務務務省職員省職員省職員省職員のスのスのスのスティティティティーーーーブブブブンンンン・・・・ハハハハーナーーナーーナーーナー氏氏氏氏はははは、、、、「「「「日日日日本本本本のののの勇勇勇勇敢敢敢敢なななな男男男男性性性性　　　　翁翁翁翁長長長長雄志雄志雄志雄志知事知事知事知事にににに
賛辞賛辞賛辞賛辞をををを払払払払うううう」」」」とととと題題題題したしたしたした投稿投稿投稿投稿文文文文でででで、、、、「「「「前前前前知事知事知事知事はははは圧圧圧圧力力力力、、、、脅迫脅迫脅迫脅迫ままままたたたたはははは、、、、懐柔懐柔懐柔懐柔にににに耐耐耐耐えきえきえきえきれれれれずずずず、、、、屈服屈服屈服屈服
しししし、、、、辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進にににに転転転転じじじじたたたた」」」」とととと書書書書いているがいているがいているがいているが、、、、多多多多くくくくのののの人人人人のののの率率率率直直直直なななな感想感想感想感想だだだだととと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。。。。

ｴｴｴｴ 前前前前知事知事知事知事のののの承認承認承認承認行為行為行為行為についてについてについてについて、、、、県県県県議議議議会会会会はははは「「「「仲仲仲仲井眞井眞井眞井眞知事知事知事知事のののの辞任辞任辞任辞任要求決要求決要求決要求決議議議議」」」」をををを可可可可決決決決しししし、、、、直後直後直後直後
のののの名名名名護護護護市市市市長長長長選挙選挙選挙選挙、、、、11111111月月月月のののの県知事県知事県知事県知事選挙選挙選挙選挙、、、、12121212月月月月のののの衆衆衆衆院選挙院選挙院選挙院選挙でもでもでもでも県県県県民民民民ははははきっきっきっきっぱぱぱぱりとりとりとりとノノノノーーーーというというというという
審審審審判判判判をををを下下下下したのしたのしたのしたのはははは明明明明ららららかではかではかではかではないないないないかかかか。。。。

ｵｵｵｵ 県県県県のののの第第第第三三三三者者者者委員委員委員委員会会会会のののの答答答答申申申申についてについてについてについて

ｶｶｶｶ 臨臨臨臨時時時時制限制限制限制限区域区域区域区域内内内内ででででのののの立入調査立入調査立入調査立入調査のののの結結結結果果果果についてについてについてについて

ｷｷｷｷ 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが行行行行ったったったった「「「「承認取承認取承認取承認取りりりり消消消消しししし」」」」についてについてについてについて

ｸｸｸｸ 取取取取りりりり消消消消しにしにしにしに対対対対するするするする政府政府政府政府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

ｹｹｹｹ 今今今今後後後後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて

((((4444)))) 日日日日本本本本政府政府政府政府のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民にににに対対対対するするするする態態態態度度度度とととと認認認認識識識識についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが普天間問題普天間問題普天間問題普天間問題のののの原原原原点点点点をををを「「「「戦戦戦戦後後後後のののの米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる強強強強制制制制接収接収接収接収だだだだ」」」」とととと主主主主
張張張張しているしているしているしているこここことにとにとにとに対対対対しししし、、、、「「「「賛賛賛賛同同同同でででできないきないきないきない」」」」とととと反反反反論論論論しているがしているがしているがしているが、、、、ささささきのきのきのきの戦争戦争戦争戦争でででで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
だだだだ地地地地上戦上戦上戦上戦がががが行行行行わわわわれれれれ、、、、戦戦戦戦後後後後、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカのののの軍事軍事軍事軍事的的的的植植植植民民民民地地地地的的的的支配支配支配支配ののののももももとととと27272727カカカカ年間年間年間年間もももも苦苦苦苦しめらしめらしめらしめられれれれ
てきたてきたてきたてきたこここことをとをとをとを全全全全くくくく理解理解理解理解していないのしていないのしていないのしていないのではではではではないないないないかかかか。。。。憤憤憤憤りりりりささささええええ覚覚覚覚えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 72727272年年年年のののの沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興開発特開発特開発特開発特別措別措別措別措置置置置法法法法のののの「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民へのへのへのへの償償償償いのいのいのいのこここここここころろろろををををももももってってってって」」」」当当当当たるというたるというたるというたるという
当当当当時時時時のののの政府政府政府政府のののの見解見解見解見解ををををもももも投投投投げげげげ捨捨捨捨てるてるてるてるももももののののではではではではないないないないかかかか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 新新新新たなたなたなたな基地基地基地基地はこれはこれはこれはこれ以以以以上上上上つつつつくくくくららららせせせせないというないというないというないという県県県県民民民民のののの最最最最低低低低限限限限のののの願願願願いにいにいにいに、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府がががが背背背背をををを向向向向
けるのけるのけるのけるのででででああああればればればれば、、、、嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地をををを初初初初めめめめ全全全全てのてのてのての米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの撤撤撤撤去去去去をををを求求求求めるめるめるめるべべべべききききだだだだとのとのとのとの県県県県民民民民のののの声声声声
がががが大大大大ききききくくくく上上上上がっているががっているががっているががっているが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの日日日日本本本本のののの財政財政財政財政負担負担負担負担についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 1111960960960960年年年年代代代代にアにアにアにアメメメメリリリリカカカカはははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古にににに新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をををを計画計画計画計画したがしたがしたがしたが、、、、ベトベトベトベトナナナナムムムム戦争戦争戦争戦争ななななどどどどのののの戦戦戦戦費費費費のののの
増増増増大大大大でででで、、、、そのそのそのその計画計画計画計画はははは頓挫頓挫頓挫頓挫したというしたというしたというしたという。。。。ししししかかかかしししし、、、、95959595年年年年のののの少少少少女暴行女暴行女暴行女暴行事事事事件件件件にににに端端端端をををを発発発発したしたしたした県県県県民民民民のののの
普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地撤撤撤撤去去去去のののの運動運動運動運動にににに、、、、米国米国米国米国はははは、、、、そそそそれれれれならならならならかかかかわわわわりのりのりのりの基地基地基地基地をををを日日日日本本本本政府政府政府政府がががが建建建建設設設設せせせせよとよとよとよと迫迫迫迫
りりりり、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設のののの全全全全てのてのてのての費用費用費用費用をををを日日日日本本本本政府政府政府政府がががが負担負担負担負担するするするするこここことになったというがとになったというがとになったというがとになったというが、、、、そそそそれこれこれこれこ
そそそそ盗盗盗盗人人人人たけたけたけたけだだだだけしいのけしいのけしいのけしいのではではではではないないないないかかかか。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設のののの予算予算予算予算のののの全全全全てをてをてをてを米政府米政府米政府米政府がががが出出出出すのならすのならすのならすのなら、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカでもでもでもでも納納納納税税税税者者者者のののの反反反反対運対運対運対運
動動動動がががが起起起起ここここるしるしるしるし、、、、米政府米政府米政府米政府もももも賛賛賛賛成成成成しないとしないとしないとしないと言言言言わわわわれれれれているがているがているがているが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 世界世界世界世界でででで米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは縮縮縮縮小小小小のののの方方方方向向向向にににに動動動動いているがいているがいているがいているが、、、、そそそそれはれはれはれは、、、、主主主主にににに米国米国米国米国のののの予算予算予算予算削削削削減減減減がががが共共共共通通通通のののの
理理理理由由由由になっているになっているになっているになっている。。。。日日日日本本本本だだだだけけけけ基地基地基地基地がががが減減減減ららららずずずず逆逆逆逆にににに負担負担負担負担ががががふふふふえているのえているのえているのえているのはははは、、、、思思思思いいいいややややりりりり予算予算予算予算をををを
含含含含めめめめ駐留駐留駐留駐留経費経費経費経費のののの７７７７割割割割かかかからららら８８８８割割割割をををを日日日日本本本本政府政府政府政府がががが出出出出しているしているしているしているかかかかららららだだだだとととと、、、、訪訪訪訪米時米時米時米時ににににもももも著著著著名名名名なななな学学学学者者者者
かかかからららら指摘指摘指摘指摘されされされされ、、、、先先先先日日日日のののの総総総総務務務務企画企画企画企画委員委員委員委員会会会会ののののドイドイドイドイツツツツ視察視察視察視察時時時時ににににもももも、、、、ヘヘヘヘッッッッセセセセンンンン州州州州立立立立平和平和平和平和研究研究研究研究所所所所のののの
研究研究研究研究員員員員かかかからららら指摘指摘指摘指摘されされされされたたたた。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 思思思思いいいいややややりりりり予算予算予算予算をををを削削削削ってってってって、、、、福祉福祉福祉福祉やややや教育教育教育教育、、、、防防防防災災災災にににに回回回回すすすすべべべべきときときと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伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 辺野古辺野古辺野古辺野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ややややめてめてめてめて、、、、福祉福祉福祉福祉やややや教育教育教育教育にににに予算予算予算予算をををを回回回回すすすすべべべべききききでででであるあるあるある。。。。辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設
のののの予算予算予算予算でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの待待待待機機機機児童児童児童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園保育園保育園保育園をををを新新新新設設設設するとなるとするとなるとするとなるとするとなると幾幾幾幾つつつつ建建建建設設設設でででできききき
るるるるかかかか。。。。

((((7777)))) 久辺久辺久辺久辺３３３３区区区区へへへへ政府政府政府政府がががが新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設とととと引引引引ききききかかかかえのえのえのえの振興策振興策振興策振興策をををを直接直接直接直接投投投投入入入入するというするというするというするというこここことがとがとがとが報報報報道道道道されされされされたたたた
がががが、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治へのへのへのへの不不不不当当当当なななな介入介入介入介入とととと県県県県民民民民分分分分断断断断ではではではではないないないないかかかか。。。。

((((8888)))) 戦争戦争戦争戦争法法法法についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 戦争戦争戦争戦争法法法法はははは日日日日本防本防本防本防衛衛衛衛のためののためののためののためのももももののののではではではではななななくくくく、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカがががが海海海海外外外外でででで行行行行うううう戦争戦争戦争戦争にににに、、、、集集集集団団団団的的的的自衛自衛自衛自衛権権権権
をををを行行行行使使使使してしてしてして、、、、日日日日本本本本のののの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊をををを参加参加参加参加させさせさせさせるるるるももももののののででででありありありあり憲憲憲憲法法法法違反違反違反違反でででであるあるあるある。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの前前前前のののの1111999943434343年年年年かかかからららら日日日日本本本本軍軍軍軍はははは沖縄沖縄沖縄沖縄にににに11118888のののの飛飛飛飛行行行行場場場場をををを建建建建設設設設するなするなするなするなどどどど、、、、日日日日本本本本本本本本土土土土防防防防衛衛衛衛、、、、
国国国国体体体体護護護護持持持持のののの不不不不沈沈沈沈空空空空母母母母化化化化しししし持持持持久久久久作戦作戦作戦作戦をををを図図図図ったがったがったがったが、、、、そそそそれれれれがががが沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの悲劇悲劇悲劇悲劇をををを招招招招いたのいたのいたのいたのではではではではなななな
いいいいかかかか。。。。戦前戦前戦前戦前のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの軍事基地化軍事基地化軍事基地化軍事基地化のののの実態実態実態実態についてについてについてについて明明明明ららららかかかかににににされされされされたいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 基地基地基地基地のののの島島島島・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄はははは米軍米軍米軍米軍とととと自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの出出出出撃撃撃撃拠点拠点拠点拠点となりとなりとなりとなり、、、、同時同時同時同時にににに相相相相手国手国手国手国のののの標標標標的的的的になりになりになりになり、、、、ままままたたたた、、、、
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れまれまれまれるのるのるのるのではではではではないないないないかかかかとととと県県県県民民民民のののの不不不不安安安安がががが広広広広がっているががっているががっているががっているが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ ９９９９・・・・11111111同時同時同時同時多多多多発発発発テテテテロロロロによるによるによるによる沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済へのへのへのへの打撃打撃打撃打撃はどはどはどはどううううだだだだったのったのったのったのかかかか。。。。今回今回今回今回のののの戦争戦争戦争戦争法法法法によってによってによってによって、、、、
アアアアメメメメリリリリカカカカがががが起起起起ここここすすすす戦争戦争戦争戦争でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済経済経済経済ににににままままたたたた大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けるのけるのけるのけるのではではではではないないないないかかかか。。。。

ｵｵｵｵ 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体体体体験験験験したしたしたした沖縄沖縄沖縄沖縄のののの知事知事知事知事としてとしてとしてとして、、、、戦争戦争戦争戦争法法法法のののの廃廃廃廃止止止止とととと、、、、憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条によるによるによるによる平和外交平和外交平和外交平和外交
ここここそそそそ日日日日本本本本のののの進進進進むべむべむべむべきききき道道道道でででであるあるあるあるこここことをとをとをとを発発発発信信信信するととするととするととするととももももにににに、、、、政府政府政府政府にににに求求求求めるめるめるめるべべべべきときときと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
伺伺伺伺うううう。。。。

2222 集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨によるによるによるによる水害水害水害水害についてについてについてについて

((((1111)))) 茨茨茨茨城城城城のようなのようなのようなのような集集集集中中中中豪雨豪雨豪雨豪雨にににに見見見見舞舞舞舞わわわわれれれれたたたた場場場場合合合合のののの被害被害被害被害想定想定想定想定についてについてについてについて

((((2222)))) 沖縄県地域沖縄県地域沖縄県地域沖縄県地域防防防防災災災災計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しがしがしがしが必必必必要要要要ではではではではないないないないかかかか。。。。

((((3333)))) 緊緊緊緊急急急急なななな対策対策対策対策がががが必必必必要要要要ではではではではないないないないかかかか。。。。

3333 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待をををを防防防防ぐぐぐぐためにためにためにために

((((1111)))) 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちのののの命命命命とととと生生生生きるきるきるきる権権権権利利利利をををを守守守守るためのるためのるためのるための体体体体制制制制のののの強化強化強化強化とととと連連連連携体携体携体携体制制制制についについについについ
てててて

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの３３３３世世世世代家代家代家代家庭庭庭庭のののの比率比率比率比率はははは全全全全国国国国41414141位位位位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原原原原因因因因はははは何何何何かかかか。。。。そそそそれだれだれだれだけにけにけにけに、、、、家家家家庭庭庭庭教育教育教育教育
へのへのへのへの行行行行政政政政のののの支支支支援援援援がががが求求求求めらめらめらめられれれれているのているのているのているのではではではではないないないないかかかか。。。。

((((3333)))) 県教育県教育県教育県教育委員委員委員委員会会会会のののの「「「「家家家家庭庭庭庭教育支教育支教育支教育支援援援援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ているがしているがしているがしているが、、、、ささささらにらにらにらに強化強化強化強化すすすすべべべべききききではではではではないないないない
かかかか。。。。

((((4444)))) 家家家家庭庭庭庭教育支教育支教育支教育支援体援体援体援体制制制制のののの構構構構築築築築のためののためののためののための「「「「家家家家庭庭庭庭教育支教育支教育支教育支援援援援条例条例条例条例」」」」制制制制定定定定をををを急急急急ぐぐぐぐべべべべききききでででであるあるあるある。。。。
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4444 雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用のののの全体全体全体全体とととと若若若若年者年者年者年者のののの比率比率比率比率についてについてについてについて

((((2222)))) 正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用をををを広広広広げげげげるためにるためにるためにるために県県県県としてのとしてのとしてのとしての対策対策対策対策についてについてについてについて

((((3333)))) ブブブブララララッッッックククク企業企業企業企業、、、、ブブブブララララッッッッククククバイバイバイバイトのトのトのトの県県県県内内内内ででででのののの実態実態実態実態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

5555 海洋博記海洋博記海洋博記海洋博記念念念念公園公園公園公園についてについてについてについて

((((1111)))) 海洋博記海洋博記海洋博記海洋博記念念念念公園公園公園公園はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民のののの財財財財産産産産だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県はどはどはどはどのようにのようにのようにのように位位位位置置置置づづづづけているけているけているけているかかかか。。。。

((((2222)))) 美美美美らららら島財団島財団島財団島財団はははは、、、、海洋博記海洋博記海洋博記海洋博記念念念念公園公園公園公園のののの管理管理管理管理だだだだけけけけででででななななくくくく、、、、学学学学術術術術的的的的ににににもももも大大大大きなきなきなきな成果成果成果成果をををを上上上上げげげげているているているている。。。。
財団設立経過財団設立経過財団設立経過財団設立経過とととと県県県県やややや県県県県民民民民とのとのとのとの関係関係関係関係についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。美美美美らららら島財団島財団島財団島財団はははは、、、、今今今今後後後後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のためにのためにのためにのために県県県県
としてとしてとしてとしてささささらにらにらにらに支支支支援援援援していしていしていしていくくくく必必必必要要要要があるのがあるのがあるのがあるのではではではではないないないないかかかか。。。。

((((3333)))) 水水水水族族族族館及館及館及館及びびびび海洋博記海洋博記海洋博記海洋博記念念念念公園公園公園公園はははは、、、、県県県県民民民民ののののもももものとしてのとしてのとしてのとして、、、、引引引引きききき続続続続きききき美美美美らららら島財団島財団島財団島財団がががが管理管理管理管理をををを担担担担ううううべべべべきききき
でででであるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 首里城首里城首里城首里城のののの管理管理管理管理がががが県県県県へへへへ移管移管移管移管するのするのするのするのははははいついついついつかかかか。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに水水水水族族族族館館館館もももも一一一一緒緒緒緒にににに管理管理管理管理をををを県県県県にににに移管移管移管移管
すすすすべべべべききききではではではではないないないないかかかか。。。。

6666 こここことしのとしのとしのとしの２２２２月月月月議議議議会会会会でででで、、、、県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅にににに入入入入居居居居しているしているしているしている方方方方でででで、、、、家家家家賃賃賃賃支支支支払払払払いいいい困困困困難難難難者者者者のためののためののためののための、、、、相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口
にににに社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉士士士士のののの配配配配置置置置とととと、、、、減額制減額制減額制減額制度度度度をををを現現現現在在在在のののの50505050％％％％かかかからららら77775555％％％％ににににまでまでまでまで拡拡拡拡充充充充するようにするようにするようにするように求求求求めためためためた。。。。当当当当局局局局
はははは検討検討検討検討をををを約約約約束束束束していたがしていたがしていたがしていたが、、、、早急早急早急早急にににに実施実施実施実施すすすすべべべべききききでででであるあるあるある。。。。

7777 2222000014141414年年年年のののの６６６６月月月月議議議議会会会会でででで、、、、那覇那覇那覇那覇市内市内市内市内にににに特特特特別別別別支支支支援学援学援学援学校校校校のののの設設設設置置置置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、、、、教育長教育長教育長教育長はははは、、、、
「「「「研究研究研究研究してしてしてして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ていたがしていたがしていたがしていたが、、、、研究研究研究研究のののの結結結結果果果果はどはどはどはどうなったのうなったのうなったのうなったのかかかか。。。。ぜひぜひぜひぜひ設設設設置置置置すすすすべべべべききききではではではでは
ないないないないかかかか。。。。


