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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8888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))))

12121212月月月月03030303    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 25252525分分分分 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 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)))) 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問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 前県政前県政前県政前県政がなしたがなしたがなしたがなした埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認についてについてについてについて、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、明白明白明白明白なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があったとしてがあったとしてがあったとしてがあったとして取取取取りりりり消消消消したしたしたした
がががが、、、、そのそのそのその問題問題問題問題はははは、、、、県内部県内部県内部県内部におけるにおけるにおけるにおける審査手続審査手続審査手続審査手続がががが適正適正適正適正であったかどうかというであったかどうかというであったかどうかというであったかどうかという県内部県内部県内部県内部のののの事情事情事情事情
であるであるであるである。。。。それにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらず国国国国にににに対対対対しししし、、、、理不尽理不尽理不尽理不尽、、、、民主的民主的民主的民主的でないとでないとでないとでないと批判批判批判批判しししし、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会にににに日日日日
本政府本政府本政府本政府はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権をないがしろにしているとをないがしろにしているとをないがしろにしているとをないがしろにしていると発信発信発信発信しているしているしているしている。。。。国国国国のののの承認申請手続承認申請手続承認申請手続承認申請手続
のののの中中中中でででで理不尽理不尽理不尽理不尽なことやなことやなことやなことや非民主的非民主的非民主的非民主的なことがあったのかなことがあったのかなことがあったのかなことがあったのか、、、、どのようなどのようなどのようなどのような重大重大重大重大なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があったのがあったのがあったのがあったの
かかかか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは、、、、国連国連国連国連でででで日本政府日本政府日本政府日本政府をををを批判批判批判批判したしたしたした演説文演説文演説文演説文をををを我我我我がががが国国国国にににに事務所事務所事務所事務所をををを置置置置くくくく151151151151のののの国国国国のののの大使等大使等大使等大使等
にににに送付送付送付送付したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。今県今県今県今県はははは、、、、国交相国交相国交相国交相からのからのからのからの埋立承認処分取埋立承認処分取埋立承認処分取埋立承認処分取りりりり消消消消しのしのしのしの
取取取取りりりり消消消消しししし指示指示指示指示をををを拒否拒否拒否拒否しししし法廷闘争法廷闘争法廷闘争法廷闘争にににに備備備備えているえているえているえている。。。。本来本来本来本来ならならならなら、、、、あとはあとはあとはあとは日本国日本国日本国日本国のののの司法司法司法司法のののの判断判断判断判断をををを
待待待待つのがつのがつのがつのが法治国家法治国家法治国家法治国家におけるにおけるにおけるにおける県知事県知事県知事県知事としてのあるべきとしてのあるべきとしてのあるべきとしてのあるべき姿姿姿姿ではないかではないかではないかではないか。。。。外圧外圧外圧外圧でででで司法判断司法判断司法判断司法判断にににに
影響影響影響影響をををを与与与与えようとしているのかえようとしているのかえようとしているのかえようとしているのか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを取取取取りりりり消消消消すすすす代執行代執行代執行代執行にににに係係係係るるるる裁判闘争裁判闘争裁判闘争裁判闘争でででで負負負負けたけたけたけた場合場合場合場合にににに備備備備ええええ、、、、撤回撤回撤回撤回をををを検討検討検討検討しししし
ているようだがているようだがているようだがているようだが、、、、裁判裁判裁判裁判でのでのでのでの負負負負けをけをけをけを想定想定想定想定するということはするということはするということはするということは、、、、知事知事知事知事のなしたのなしたのなしたのなした承認取承認取承認取承認取りりりり消消消消しのしのしのしの適法適法適法適法
性性性性にににに自信自信自信自信がないことのあらわれではないかがないことのあらわれではないかがないことのあらわれではないかがないことのあらわれではないか。。。。結局結局結局結局、、、、知事知事知事知事のののの公約公約公約公約にににに合合合合わせるためわせるためわせるためわせるため、、、、行政判行政判行政判行政判
断断断断をををを変更変更変更変更させさせさせさせ、、、、重大重大重大重大なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵なるものをつくりなるものをつくりなるものをつくりなるものをつくり上上上上げたのではないかげたのではないかげたのではないかげたのではないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事はははは、、、、国交相宛国交相宛国交相宛国交相宛てててて公開質問状公開質問状公開質問状公開質問状をををを送付送付送付送付したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、何何何何ゆえにゆえにゆえにゆえに国国国国のののの申請申請申請申請がががが「「「「私人私人私人私人」」」」
としてのとしてのとしてのとしての申請申請申請申請とととと解解解解されるのかとされるのかとされるのかとされるのかと質問質問質問質問しているしているしているしている。。。。県県県県はははは、、、、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しにしにしに際際際際しししし、、、、当初当初当初当初のののの意意意意
見聴取見聴取見聴取見聴取からからからから聴聞聴聞聴聞聴聞にににに切切切切りかえたりかえたりかえたりかえた。。。。これをこれをこれをこれを受受受受けけけけ国国国国はははは、、、、行政不服審査法行政不服審査法行政不服審査法行政不服審査法にににに基基基基づきづきづきづき不服申不服申不服申不服申しししし立立立立
てててて、、、、執行停止等執行停止等執行停止等執行停止等をををを申申申申しししし立立立立てたてたてたてた。。。。聴聞聴聞聴聞聴聞にににに切切切切りかえたことはりかえたことはりかえたことはりかえたことは県自身県自身県自身県自身がががが国国国国のののの立場立場立場立場をををを私人私人私人私人とととと認認認認めめめめ
たことにつながるのではないかたことにつながるのではないかたことにつながるのではないかたことにつながるのではないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はははは、、、、国交相国交相国交相国交相のののの是正勧告是正勧告是正勧告是正勧告、、、、代執行手続代執行手続代執行手続代執行手続、、、、取取取取りりりり消消消消しししし処分処分処分処分のののの取取取取りりりり消消消消しししし指示等指示等指示等指示等をををを拒否拒否拒否拒否、、、、国国国国はははは
法律法律法律法律をををを都合都合都合都合よくよくよくよく解釈解釈解釈解釈しているとしてしているとしてしているとしてしているとして批判批判批判批判しししし、、、、一方一方一方一方でみずからのでみずからのでみずからのでみずからの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はしはしはしは適法適法適法適法とととと
しているしているしているしている。。。。なぜなぜなぜなぜ、、、、国国国国のなしたのなしたのなしたのなした行為行為行為行為はははは違法違法違法違法でででで県県県県のののの取取取取りりりり消消消消しはしはしはしは適法適法適法適法かかかか、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠をををを示示示示していたしていたしていたしていた
だきたいだきたいだきたいだきたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、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年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて、、、、工程表工程表工程表工程表をををを策定策定策定策定するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。ここここ
れまでれまでれまでれまで前県政前県政前県政前県政がががが国国国国にににに求求求求めためためためた５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止にににに関関関関しししし評価評価評価評価していなかったはずだがしていなかったはずだがしていなかったはずだがしていなかったはずだが、、、、
法廷闘争法廷闘争法廷闘争法廷闘争がががが現実現実現実現実のものとなったことでのものとなったことでのものとなったことでのものとなったことで唐突唐突唐突唐突にににに工程表策定工程表策定工程表策定工程表策定をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたした。。。。そのそのそのその理理理理由由由由をををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国はははは、、、、５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止はははは辺野古辺野古辺野古辺野古移設移設移設移設がががが前前前前提提提提としているとしているとしているとしている。。。。本来国本来国本来国本来国がががが策定策定策定策定すべきすべきすべきすべき５５５５年以年以年以年以
内内内内のののの工程表工程表工程表工程表のののの策定策定策定策定をををを県県県県がががが策定策定策定策定するとしているのはするとしているのはするとしているのはするとしているのは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古移設移設移設移設にににに関関関関しししし県県県県のののの考考考考えがえがえがえが変変変変
わったとわったとわったとわったと理解理解理解理解していいかしていいかしていいかしていいか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 県県県県はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古沖沖沖沖のののの臨臨臨臨時時時時制限区域制限区域制限区域制限区域内内内内でのでのでのでの潜水調潜水調潜水調潜水調査結査結査結査結果果果果をををを公表公表公表公表したしたしたした。。。。調調調調査査査査のののの結結結結果果果果ははははサンゴサンゴサンゴサンゴ
等等等等ににににコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックコンクリートブロックによるによるによるによる破壊破壊破壊破壊はなかったとしているはなかったとしているはなかったとしているはなかったとしている。。。。あれあれあれあれほほほほどどどど強強強強くくくく調調調調査査査査をををを求求求求めながらめながらめながらめながら
結結結結果果果果のののの公表公表公表公表をここまでおくらせたをここまでおくらせたをここまでおくらせたをここまでおくらせた理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、何何何何らのらのらのらの破砕破砕破砕破砕がないにもかかわらずがないにもかかわらずがないにもかかわらずがないにもかかわらず、、、、
大大大大騒騒騒騒ぎぎぎぎしてしてしてして県民県民県民県民にににに誤誤誤誤ったったったった情情情情報報報報をををを与与与与えたことやえたことやえたことやえたことや調調調調査査査査にににに要要要要したしたしたした費費費費用負用負用負用負担担担担をどのようにをどのようにをどのようにをどのように説明説明説明説明すすすす
るかるかるかるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 知事知事知事知事はははは、、、、菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官ががががグアムグアムグアムグアム訪訪訪訪問問問問しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ののののグアムグアムグアムグアム移移移移転促進転促進転促進転促進をををを働働働働きかけたこときかけたこときかけたこときかけたこと
をををを政府政府政府政府によるによるによるによる懐柔懐柔懐柔懐柔策策策策などとなどとなどとなどと批判批判批判批判しているがしているがしているがしているが、、、、グアムグアムグアムグアム移移移移転転転転にににに期期期期待待待待していないのかしていないのかしていないのかしていないのか、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
負負負負担軽減担軽減担軽減担軽減につながらないのかにつながらないのかにつながらないのかにつながらないのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 国交相国交相国交相国交相はははは、、、、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処分処分処分処分のののの取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの代執行代執行代執行代執行にににに向向向向けけけけ提訴提訴提訴提訴したしたしたした。。。。来来来来るるるる２２２２日日日日にはにはにはには、、、、
第第第第１１１１回回回回のののの口頭口頭口頭口頭弁弁弁弁論論論論がががが開開開開かれるがかれるがかれるがかれるが、、、、知事知事知事知事はははは、、、、法定受法定受法定受法定受託託託託事務事務事務事務でででで代執行代執行代執行代執行訴訟訴訟訴訟訴訟にににに至至至至ったことをどったことをどったことをどったことをど
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のようにのようにのようにのように考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。またまたまたまた、、、、司法判断司法判断司法判断司法判断はははは法治国家法治国家法治国家法治国家においてはにおいてはにおいてはにおいては絶絶絶絶対対対対でありでありでありであり、、、、裁判裁判裁判裁判のののの結結結結果果果果をををを県県県県
知事知事知事知事としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れるかれるかれるかれるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県観光観光観光観光のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる発発発発展展展展をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、離島観光離島観光離島観光離島観光のののの推進推進推進推進、、、、観光客観光客観光客観光客のののの滞在滞在滞在滞在日日日日数数数数のののの延伸延伸延伸延伸、、、、魅力魅力魅力魅力
あるあるあるある観光土産品観光土産品観光土産品観光土産品のののの開発開発開発開発、、、、そしてそしてそしてそして民民民民泊泊泊泊のののの推進推進推進推進がががが必必必必要要要要とされているがとされているがとされているがとされているが、、、、実現実現実現実現にはにはにはには課課課課題題題題もももも多多多多いいいい。。。。
具体具体具体具体的的的的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような方策方策方策方策をををを講講講講じじじじ、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいくかでいくかでいくかでいくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 観光収入観光収入観光収入観光収入１１１１兆円兆円兆円兆円のののの達成達成達成達成のためにはのためにはのためにはのためには、、、、観光客観光客観光客観光客１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの消消消消費額費額費額費額のののの増加増加増加増加がががが不不不不可欠可欠可欠可欠であるであるであるである
がががが、、、、県県県県としてこれまでさまとしてこれまでさまとしてこれまでさまとしてこれまでさまざざざざまなまなまなまな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを続続続続けながらけながらけながらけながら、、、、決定的決定的決定的決定的なななな効果効果効果効果をををを上上上上げていないげていないげていないげていない。。。。本本本本
県県県県とととと競競競競合合合合するするするするハワイハワイハワイハワイとのとのとのとの比較比較比較比較でででで県県県県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。。。。

((((3333)))) 観光地観光地観光地観光地としてのとしてのとしてのとしての魅力魅力魅力魅力についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県はははは都都都都道道道道府県府県府県府県別別別別ではではではでは４４４４位位位位のののの位置位置位置位置にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、市区町別市区町別市区町別市区町別でででで
はははは、、、、11110000位以内位以内位以内位以内にににに入入入入っているっているっているっている市市市市・・・・町町町町はないはないはないはない。。。。そのそのそのその理理理理由由由由をををを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考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。本県本県本県本県観光観光観光観光
資源資源資源資源がががが海海海海にににに偏偏偏偏りりりり、、、、市市市市・・・・町町町町のののの認知認知認知認知度度度度がががが低低低低いことがいことがいことがいことが要要要要因因因因かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県へへへへのののの中中中中高生高生高生高生のののの修学旅修学旅修学旅修学旅行行行行がががが好調好調好調好調にににに推推推推移移移移しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその要要要要因因因因をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分分分分析析析析していしていしていしてい
るかるかるかるか。。。。またまたまたまた、、、、修学旅修学旅修学旅修学旅行行行行生生生生はははは本県本県本県本県観光観光観光観光のののの将将将将来来来来におけるにおけるにおけるにおけるリピーターリピーターリピーターリピーターでありでありでありであり、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けけけけ
たたたた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域ののの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)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図るるるる上上上上でででで産業産業産業産業やややや農業農業農業農業のののの振興振興振興振興がががが必必必必要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、離島地域離島地域離島地域離島地域においてにおいてにおいてにおいて
はははは、、、、サトウキビへサトウキビへサトウキビへサトウキビへのののの依存度依存度依存度依存度がががが高高高高いのがいのがいのがいのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。若若若若者者者者がががが定定定定着着着着しししし得得得得るるるる新新新新たなたなたなたな産業産業産業産業のののの創創創創設設設設にににに
ついてついてついてついて、、、、県県県県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。。。。

((((2222)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、若若若若者者者者のののの流出流出流出流出にににに伴伴伴伴うううう人人人人口減少口減少口減少口減少やややや高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進進進進行行行行によりによりによりにより、、、、島島島島のののの衰退衰退衰退衰退がががが懸懸懸懸
念念念念されているされているされているされている。。。。若若若若者等者等者等者等がががが定定定定住住住住できるできるできるできる環境整環境整環境整環境整備備備備やややや高齢高齢高齢高齢者者者者にとってにとってにとってにとって安心安心安心安心とととと安安安安ららららぎぎぎぎのあるのあるのあるのある生活環生活環生活環生活環
境境境境づくりがづくりがづくりがづくりが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内のののの離島市町村離島市町村離島市町村離島市町村にににに特化特化特化特化したしたしたした離島振興特別離島振興特別離島振興特別離島振興特別交付交付交付交付金金金金のののの新新新新設設設設についてについてについてについて、、、、島尻安伊子島尻安伊子島尻安伊子島尻安伊子沖縄沖縄沖縄沖縄担担担担
当大当大当大当大臣臣臣臣にににに要請要請要請要請があったようだががあったようだががあったようだががあったようだが、、、、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考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 伊江港伊江港伊江港伊江港のののの整整整整備備備備についてはについてはについてはについては、、、、接岸接岸接岸接岸時時時時のののの係係係係船船船船策策策策のののの破破破破断事断事断事断事故故故故やややや係係係係留留留留中中中中ののののフェリーフェリーフェリーフェリーのののの動揺動揺動揺動揺によによによによ
りりりり、、、、乗客乗客乗客乗客のののの乗下船乗下船乗下船乗下船等時等時等時等時にはにはにはには危険危険危険危険なななな状状状状況況況況がががが生生生生じじじじているているているている。。。。県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような対対対対応応応応ができるかができるかができるかができるか、、、、
現状現状現状現状をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 伊伊伊伊是名是名是名是名・・・・伊平屋伊平屋伊平屋伊平屋間間間間のののの架橋整架橋整架橋整架橋整備備備備についてについてについてについて、、、、これまでこれまでこれまでこれまで幾度幾度幾度幾度となくとなくとなくとなく要請要請要請要請されているがされているがされているがされているが、、、、いまだいまだいまだいまだ実実実実
現現現現のののの見見見見通通通通しがしがしがしが立立立立っていないっていないっていないっていない。。。。県県県県としてこれまでのとしてこれまでのとしてこれまでのとしてこれまでの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと今今今今後後後後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、、、、伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((6666)))) 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび周辺周辺周辺周辺用用用用地地地地のののの利活利活利活利活用用用用はははは、、、、宮古圏域宮古圏域宮古圏域宮古圏域のののの経済経済経済経済社会社会社会社会のののの発発発発展展展展にとってにとってにとってにとって最最最最重要重要重要重要課課課課題題題題
であるであるであるである。。。。県県県県はははは、、、、下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび周辺周辺周辺周辺用用用用地利活地利活地利活地利活用用用用促進促進促進促進事事事事業業業業検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、民間民間民間民間
事事事事業業業業ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを活活活活用用用用したしたしたした利活利活利活利活用実用実用実用実施計画施計画施計画施計画のののの策定策定策定策定をををを進進進進めているめているめているめている。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、参入参入参入参入事事事事業種業種業種業種のののの
概概概概要要要要及及及及びびびび実現実現実現実現可能可能可能可能性性性性、、、、またまたまたまた、、、、下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの管管管管理理理理費費費費はははは県県県県のののの財財財財政負政負政負政負担担担担となるがとなるがとなるがとなるが、、、、見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 県内県内県内県内産業産業産業産業ののの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)))) 琉球料琉球料琉球料琉球料理理理理とととと泡盛泡盛泡盛泡盛のののの世界無形世界無形世界無形世界無形文文文文化遺産登録化遺産登録化遺産登録化遺産登録についてについてについてについて、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、ユネスコユネスコユネスコユネスコにおけるにおけるにおけるにおける審査審査審査審査にににに
十十十十分分分分なななな対対対対応体制応体制応体制応体制がががが構築構築構築構築されているかされているかされているかされているか、、、、今今今今後後後後のののの登録登録登録登録にににに向向向向けたけたけたけた行行行行動動動動スケジュースケジュースケジュースケジュールルルルについてについてについてについて、、、、
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 泡盛泡盛泡盛泡盛はははは、、、、11110000年連続年連続年連続年連続でででで出出出出荷量荷量荷量荷量がががが減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。世界無形世界無形世界無形世界無形文文文文化遺産化遺産化遺産化遺産のののの登録登録登録登録をををを目目目目指指指指しているしているしているしている上上上上
でででで、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる泡盛泡盛泡盛泡盛のののの認知認知認知認知度度度度やややや高品高品高品高品質質質質イイイイメメメメージージージージのののの向向向向上上上上をををを図図図図りりりり、、、、泡盛離泡盛離泡盛離泡盛離れをいかにれをいかにれをいかにれをいかに食食食食いとめるいとめるいとめるいとめる
かかかか、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2222000011117777年年年年にはにはにはには、、、、酒税酒税酒税酒税軽減軽減軽減軽減措措措措置置置置がががが期限期限期限期限切切切切れとなるがれとなるがれとなるがれとなるが、、、、そのそのそのその場合場合場合場合のののの影響影響影響影響についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように分分分分
析析析析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、、、、自民自民自民自民党党党党県連県連県連県連はははは延延延延長長長長についてについてについてについて党党党党本部本部本部本部やややや政府政府政府政府にににに対対対対しししし要請要請要請要請しているがしているがしているがしているが、、、、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取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パパパパークークークークのののの企企企企業業業業集積集積集積集積施施施施設設設設のののの整整整整備状備状備状備状況況況況ととととＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パパパパークークークーク全全全全体体体体のののの活活活活用状用状用状用状況況況況、、、、周辺周辺周辺周辺企企企企
業業業業等等等等へへへへのののの波波波波及効果及効果及効果及効果等等等等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県産産産産健康食健康食健康食健康食品品品品のののの売売売売りりりり上上上上げはげはげはげは年年年年々々々々減少減少減少減少傾傾傾傾向向向向にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、県県県県がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる販路拡販路拡販路拡販路拡大大大大
ややややブブブブラララランンンンドドドド化化化化についてについてについてについて、、、、具体具体具体具体的的的的戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 地域地域地域地域福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療のののの充充充充実実実実強化強化強化強化についてについてについてについて

((((1111)))) 高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進みみみみ介護介護介護介護サービスへサービスへサービスへサービスへのののの新新新新規規規規参入参入参入参入がががが相相相相次次次次いでいるようだがいでいるようだがいでいるようだがいでいるようだが、、、、一方一方一方一方でででで全全全全国的国的国的国的にににに介護介護介護介護
施施施施設設設設のののの倒倒倒倒産産産産件件件件数数数数がががが増加増加増加増加しているというしているというしているというしているという。。。。そのそのそのその背景背景背景背景にににに何何何何があるかがあるかがあるかがあるか、、、、またまたまたまた、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状状状状況況況況
とととと県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策がががが社会的社会的社会的社会的なななな問題問題問題問題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、、、、母母母母子子子子所所所所帯帯帯帯のののの多多多多いいいい本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、他他他他県県県県とととと
のののの違違違違いいいい、、、、特特特特徴徴徴徴についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、県県県県独独独独自自自自のののの計画計画計画計画策定策定策定策定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やみやみやみや教育教育教育教育、、、、福祉福祉福祉福祉部部部部門門門門なななな
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どどどど、、、、どのようなどのようなどのようなどのような連連連連携携携携のもとでのもとでのもとでのもとで取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 新新新新たなたなたなたな県立県立県立県立八八八八重重重重山病院建山病院建山病院建山病院建設工事設工事設工事設工事のののの入入入入札札札札がががが不不不不調調調調になるなどになるなどになるなどになるなど、、、、工事工事工事工事着着着着工工工工がおくれているようがおくれているようがおくれているようがおくれているよう
だがだがだがだが、、、、入入入入札札札札不不不不調調調調のののの要要要要因因因因とととと今今今今後後後後のののの作作作作業業業業スケジュースケジュースケジュースケジュールルルルについてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 少子少子少子少子・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進進進進行行行行でででで医師医師医師医師やややや看護師看護師看護師看護師のののの不不不不足足足足がががが懸念懸念懸念懸念されているがされているがされているがされているが、、、、県県県県はははは、、、、看護師免許看護師免許看護師免許看護師免許をををを有有有有
しながらしながらしながらしながら看護師職看護師職看護師職看護師職についていないについていないについていないについていない潜在潜在潜在潜在看護師看護師看護師看護師のののの復職復職復職復職にににに向向向向けけけけ、、、、届届届届けけけけ出制出制出制出制ををををスタートスタートスタートスタートさせてさせてさせてさせて
いるいるいるいる。。。。本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける潜在潜在潜在潜在看護師看護師看護師看護師数数数数とととと復職復職復職復職にににに向向向向けたけたけたけた具体具体具体具体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2222000011114444年年年年度度度度のののの１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの医療医療医療医療費費費費がががが約約約約33332222万万万万円円円円となりとなりとなりとなり過過過過去去去去最高最高最高最高をををを記記記記録録録録しししし、、、、総総総総額額額額はははは40404040兆円兆円兆円兆円にににに達達達達
したようであるしたようであるしたようであるしたようである。。。。本県本県本県本県はははは人人人人口比口比口比口比でででで44444444位位位位とととと低低低低いいいい位置位置位置位置にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、年年年年々々々々国国国国のののの財財財財政政政政をををを圧圧圧圧迫迫迫迫しているしているしているしている
状状状状況況況況からからからから、、、、現現現現役役役役世世世世代代代代のののの負負負負担担担担のののの軽減軽減軽減軽減にににに向向向向けたけたけたけた県県県県独独独独自自自自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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 近近近近年年年年、、、、発発発発達達達達障害児障害児障害児障害児（（（（者者者者））））にににに対対対対するするするする理解理解理解理解やややや啓啓啓啓発発発発がががが進進進進みみみみ診療診療診療診療をををを受受受受けるけるけるける発発発発達達達達障害児障害児障害児障害児（（（（者者者者））））がががが増加増加増加増加
しているしているしているしている中中中中、、、、県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいて専門専門専門専門にににに診療診療診療診療するするするする医療機医療機医療機医療機関関関関がががが少少少少ないとないとないとないと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。地域地域地域地域のののの支支支支
援病院援病院援病院援病院やややや専門専門専門専門的的的的診療診療診療診療をををを行行行行うううう拠拠拠拠点病院点病院点病院点病院のののの整整整整備等備等備等備等、、、、医療機医療機医療機医療機関関関関ののののネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築についについについについ
てててて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 教育教育教育教育・・・・文文文文化化化化・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツののの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)))) 県県県県教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会はははは、、、、いいいいじじじじめめめめ防防防防止基本方止基本方止基本方止基本方針針針針にににに基基基基づきづきづきづき対対対対応応応応をををを強化強化強化強化しているとしているがしているとしているがしているとしているがしているとしているが、、、、
2222000011114444年年年年度度度度のののの県内県内県内県内小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高とととと特別特別特別特別支援支援支援支援学学学学校校校校のいのいのいのいじじじじめはめはめはめは倍倍倍倍増増増増しししし、、、、1111000022229999件件件件となっているとなっているとなっているとなっている。。。。増加増加増加増加
にににに転転転転じじじじたたたた要要要要因因因因といといといといじじじじめでめでめでめで心心心心身身身身にににに重重重重いいいい被害被害被害被害をををを受受受受けるけるけるける重大事重大事重大事重大事態態態態へへへへのののの対対対対応応応応についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける不不不不登登登登校校校校はははは、、、、遊遊遊遊びびびび、、、、非行非行非行非行によるによるによるによる割割割割合合合合がががが高高高高いことがいことがいことがいことが本県本県本県本県特特特特有有有有のののの要要要要因因因因とととと言言言言われるわれるわれるわれる
がががが、、、、そのそのそのその対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、学学学学校校校校、、、、家家家家庭庭庭庭、、、、地域地域地域地域、、、、関係関係関係関係機機機機関等関等関等関等のののの連連連連携携携携をををを緊密緊密緊密緊密にしにしにしにし、、、、一一一一体体体体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり
組組組組みがみがみがみが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、具体具体具体具体策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇市市市市へへへへのののの知的知的知的知的障害児障害児障害児障害児をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした特別特別特別特別支援支援支援支援学学学学校校校校のののの設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、県県県県はははは早急早急早急早急にににに取取取取りりりり組組組組
むむむむとしているがとしているがとしているがとしているが、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市とのとのとのとの協議協議協議協議などなどなどなど関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調整調整調整調整をををを含含含含めめめめ、、、、今今今今後後後後にににに向向向向けたけたけたけたスケジュースケジュースケジュースケジュー
ルルルルをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 文部文部文部文部科科科科学学学学省省省省のののの調調調調査査査査によるとによるとによるとによると、、、、県内県内県内県内のののの就就就就学学学学援助援助援助援助受受受受給給給給者者者者はははは、、、、全全全全国国国国がががが減少減少減少減少にににに転転転転じじじじるるるる中中中中、、、、本県本県本県本県はははは
増加増加増加増加傾傾傾傾向向向向がががが続続続続いているようだがいているようだがいているようだがいているようだが、、、、そのそのそのその背景背景背景背景とととと制度制度制度制度のののの利利利利用状用状用状用状況況況況、、、、市町村市町村市町村市町村ごごごごとのとのとのとの特特特特徴徴徴徴についについについについ
てててて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 公公公公職選挙職選挙職選挙職選挙法法法法がががが改改改改正正正正されされされされ11118888歳歳歳歳以上以上以上以上にににに選挙選挙選挙選挙年年年年齢齢齢齢がががが引引引引きききき下下下下げられたげられたげられたげられた。。。。高高高高校校校校生生生生のののの政治政治政治政治参加参加参加参加なななな
どどどど、、、、学学学学校校校校でのでのでのでの指指指指導導導導はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 2222000022220000年年年年のののの東京東京東京東京オオオオリンピックリンピックリンピックリンピックでででで空空空空手手手手などなどなどなど５５５５種種種種目目目目がががが追追追追加加加加されるされるされるされる可能可能可能可能性性性性がががが高高高高まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、空空空空手手手手
はははは沖縄発沖縄発沖縄発沖縄発祥祥祥祥のののの武武武武道道道道でありでありでありであり、、、、世界世界世界世界にににに向向向向けてけてけてけて沖縄沖縄沖縄沖縄ををををアピーアピーアピーアピールルルルするするするする絶好絶好絶好絶好のののの機機機機会会会会であるであるであるである。。。。県県県県のののの対対対対
応応応応についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 本県本県本県本県のののの琉球琉球琉球琉球紅型紅型紅型紅型、、、、染織物染織物染織物染織物、、、、陶器陶器陶器陶器及及及及びびびび漆器漆器漆器漆器等等等等はははは、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的経経経経緯緯緯緯やややや独独独独特特特特のののの技技技技法等法等法等法等でででで世界世界世界世界にににに誇誇誇誇
れるれるれるれる伝統伝統伝統伝統工工工工芸芸芸芸品品品品であるがであるがであるがであるが、、、、販売販売販売販売額額額額やややや市市市市場場場場のののの開開開開拓拓拓拓にににに大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。これらこれらこれらこれら伝統伝統伝統伝統
工工工工芸芸芸芸品品品品のののの産業化産業化産業化産業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についてみについてみについてみについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月03030303    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 25252525分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 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 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興策策策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

((((1111)))) 本県本県本県本県経済経済経済経済のののの振興振興振興振興、、、、自立自立自立自立型型型型経済経済経済経済のののの構築構築構築構築をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジビジビジビ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にににに掲掲掲掲げるげるげるげる
各各各各種施種施種施種施策策策策のののの継継継継続的続的続的続的・・・・安安安安定的定的定的定的なななな推進推進推進推進がががが必必必必要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県選選選選出島尻安伊子出島尻安伊子出島尻安伊子出島尻安伊子沖縄沖縄沖縄沖縄担担担担当大当大当大当大臣臣臣臣のののの
就任就任就任就任をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価するかするかするかするか。。。。またまたまたまた、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興にににに向向向向けたけたけたけた連連連連携携携携・・・・協協協協力力力力をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、知知知知
事事事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。。。。

((((2222)))) イイイイオオオオンンンンモモモモーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄ラララライイイイカカカカムムムム開開開開業業業業からからからから半半半半年年年年がががが経過経過経過経過したがしたがしたがしたが、、、、周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域商店街商店街商店街商店街等等等等へへへへプラプラプラプラスススス面面面面ママママイイイイ
ナナナナスススス面面面面をををを含含含含めどのようなめどのようなめどのようなめどのような影響影響影響影響をををを与与与与えたかえたかえたかえたか。。。。またまたまたまた、、、、周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域はははは処処処処遇面遇面遇面遇面でででで人人人人材確保材確保材確保材確保にににに苦慮苦慮苦慮苦慮してしてしてして
いるというがいるというがいるというがいるというが、、、、実実実実態態態態はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、大大大大型型型型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設整整整整備備備備についてについてについてについて、、、、展展展展示示示示規模規模規模規模をををを２２２２万万万万平平平平方方方方メメメメートートートートルルルルとするなどとするなどとするなどとするなど、、、、2222000022220000年年年年供供供供
用開用開用開用開始始始始にににに向向向向けけけけ検討検討検討検討をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、全全全全体体体体のののの施施施施設設設設整整整整備基本方備基本方備基本方備基本方針針針針についてについてについてについて、、、、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
みみみみ状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 北北北北部部部部へへへへののののＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて、、、、地地地地元元元元自治自治自治自治体体体体とのとのとのとの調整調整調整調整などのなどのなどのなどの進進進進捗捗捗捗のののの状状状状況況況況ととととＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けけけけ、、、、
大大大大型型型型港港港港湾湾湾湾施施施施設設設設のののの整整整整備備備備計画計画計画計画ののの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、、、、県県県県はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは、、、、那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港におけるにおけるにおけるにおける着着着着陸陸陸陸料及料及料及料及びびびび航航航航行行行行援助援助援助援助施施施施設設設設利利利利用用用用料料料料のののの軽減軽減軽減軽減措措措措置置置置のののの延延延延長長長長とととと新新新新たなたなたなたな軽軽軽軽
減減減減措措措措置置置置をををを要請要請要請要請しているがしているがしているがしているが、、、、現状現状現状現状とととと軽減軽減軽減軽減のののの必必必必要性要性要性要性、、、、政府政府政府政府のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港滑走路滑走路滑走路滑走路増増増増設事設事設事設事業業業業についてについてについてについて、、、、ＪＶＪＶＪＶＪＶ構成員構成員構成員構成員のののの参加参加参加参加要要要要件件件件がががが緩和緩和緩和緩和されされされされ、、、、特特特特にににに３３３３社社社社ＪＶＪＶＪＶＪＶによによによによ
るるるる場合場合場合場合のののの構成員構成員構成員構成員のののの最低出資比最低出資比最低出資比最低出資比率率率率をををを「「「「22220000％％％％以上以上以上以上からからからから25252525％％％％以上以上以上以上」」」」にににに引引引引きききき上上上上げられるようだがげられるようだがげられるようだがげられるようだが、、、、
県県県県はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地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)))) 米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地内内内内のののの現現現現地調地調地調地調査査査査にににに関関関関するするするする環境環境環境環境補足協補足協補足協補足協定定定定がががが締締締締結結結結されたされたされたされた。。。。県県県県のののの要要要要望望望望するするするする返還返還返還返還３３３３年前年前年前年前
からのからのからのからの立立立立ちちちち入入入入りはりはりはりは認認認認められなかったとはいえめられなかったとはいえめられなかったとはいえめられなかったとはいえ、、、、55555555年以上年以上年以上年以上できなかったできなかったできなかったできなかった立立立立ちちちち入入入入りがりがりがりが７７７７カカカカ月月月月前前前前かかかか
らできるようになったらできるようになったらできるようになったらできるようになった。。。。県県県県としてとしてとしてとして、、、、評価評価評価評価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、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 全全全全国国国国町村町村町村町村議議議議会会会会議議議議長会長会長会長会はははは、、、、日日日日米米米米地地地地位位位位協協協協定定定定のののの見見見見直直直直しをしをしをしを求求求求めるめるめるめる特別特別特別特別決決決決議議議議をををを全全全全会一会一会一会一致致致致でででで採択採択採択採択しししし
たたたた。。。。全全全全国国国国町村町村町村町村議議議議長会長会長会長会ではではではでは初初初初めてのめてのめてのめての決決決決議議議議でありでありでありであり、、、、全全全全国知事会国知事会国知事会国知事会とのとのとのとの連連連連携携携携をををを含含含含めめめめ、、、、県県県県のののの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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 在在在在日日日日米軍米軍米軍米軍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思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算についてはについてはについてはについては不要不要不要不要論論論論もももも根根根根強強強強いがいがいがいが、、、、全駐労全駐労全駐労全駐労はははは、、、、労労労労務務務務
費費費費をををを日本政府日本政府日本政府日本政府がががが負負負負担担担担することがすることがすることがすることが基基基基地地地地労労労労働働働働者者者者のののの雇雇雇雇用用用用のののの安安安安定定定定につながるとしているにつながるとしているにつながるとしているにつながるとしている。。。。思思思思いやりいやりいやりいやり
予算予算予算予算のののの減額減額減額減額についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事は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おをおをおをお持持持持ちかちかちかちか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ＦＦＦＦ11116666戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機のののの嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基基基基地地地地へへへへのののの暫暫暫暫定定定定配配配配備備備備についてについてについてについて、、、、地地地地元元元元はははは恒常恒常恒常恒常化化化化につながるとしてにつながるとしてにつながるとしてにつながるとして反反反反対対対対をををを
表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。米軍米軍米軍米軍のののの配配配配備備備備計画計画計画計画とととと政府政府政府政府のののの対対対対応応応応についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 米軍米軍米軍米軍人等人等人等人等によるによるによるによる事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故とととと特特特特にににに飲酒絡飲酒絡飲酒絡飲酒絡みでみでみでみで検検検検挙挙挙挙されたされたされたされた件件件件数数数数についてについてについてについて、、、、過過過過去去去去３３３３年間年間年間年間のののの推推推推
移移移移とととと特特特特徴徴徴徴についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 雇雇雇雇用用用用失失失失業業業業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)))) 県内県内県内県内のののの有有有有効効効効求人求人求人求人倍率倍率倍率倍率、、、、大大大大卒卒卒卒及及及及びびびび高高高高卒卒卒卒のののの就職就職就職就職状状状状況況況況もももも復帰復帰復帰復帰後最高後最高後最高後最高をををを更更更更新新新新するなどするなどするなどするなど、、、、好調好調好調好調にににに
推推推推移移移移しているがしているがしているがしているが、、、、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分分分分析析析析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、、、、このこのこのこの傾傾傾傾向向向向はははは今今今今後後後後もももも期期期期待待待待できるものできるものできるものできるもの
であるかであるかであるかであるか、、、、県県県県のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの求人求人求人求人倍率倍率倍率倍率がががが好調好調好調好調にににに推推推推移移移移しているしているしているしている一方一方一方一方、、、、一部一部一部一部のののの業界業界業界業界ではではではでは人手不人手不人手不人手不足足足足がががが生生生生じじじじているとているとているとていると言言言言
われるわれるわれるわれる。。。。特特特特にににに、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊・・・・飲食飲食飲食飲食業業業業などがなどがなどがなどが観光客観光客観光客観光客のののの増加増加増加増加もありもありもありもあり深刻深刻深刻深刻とととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。県県県県ののののハローハローハローハロー
ワークワークワークワークとのとのとのとの連連連連携携携携をををを含含含含めめめめ対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内でででで外国人外国人外国人外国人をををを雇雇雇雇用用用用するするするする事事事事業業業業者者者者がががが増加増加増加増加しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、全全全全国国国国でででで最最最最もももも失失失失業業業業率率率率がががが高高高高くくくく有有有有効効効効
求人求人求人求人倍率倍率倍率倍率がががが低低低低いいいい本県本県本県本県でででで外国人外国人外国人外国人労労労労働働働働者者者者のののの雇雇雇雇用用用用がががが高高高高いいいい理理理理由由由由はははは何何何何かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 若若若若者者者者をををを使使使使いいいい捨捨捨捨てにするてにするてにするてにする、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるブブブブララララックックックック企企企企業業業業がががが社会問題社会問題社会問題社会問題化化化化しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその実実実実態態態態とととと本県本県本県本県
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におけるにおけるにおけるにおける状状状状況況況況、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とととと連連連連携携携携したしたしたした対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 全全全全国的国的国的国的にににに障害障害障害障害者者者者のののの就職率就職率就職率就職率がががが上上上上昇傾昇傾昇傾昇傾向向向向にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、本県本県本県本県のののの状状状状況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、またまたまたまた、、、、さらなさらなさらなさらな
るるるる向向向向上上上上にににに向向向向けたけたけたけた国国国国及及及及びびびび県県県県のののの対策対策対策対策とととと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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 若若若若年年年年無業無業無業無業者者者者・・・・ニニニニートートートートがががが本県本県本県本県はははは全全全全国国国国にににに比比比比べべべべ増加増加増加増加傾傾傾傾向向向向にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、昨昨昨昨今今今今のののの求人求人求人求人数数数数がががが伸伸伸伸びびびび
ているているているている中中中中でででで本県本県本県本県だけがだけがだけがだけが増加増加増加増加しているしているしているしている背景背景背景背景にににに何何何何があるかがあるかがあるかがあるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 農農農農林林林林水産業水産業水産業水産業ののの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)))) 相相相相次次次次ぐぐぐぐ台風被害台風被害台風被害台風被害にににに見見見見舞舞舞舞われているがわれているがわれているがわれているが、、、、台風台風台風台風21212121号号号号はははは瞬瞬瞬瞬間間間間最最最最大大大大88880000メメメメートートートートルルルルをををを超超超超えるえるえるえる桁桁桁桁違違違違いのいのいのいの
勢勢勢勢力力力力でででで与与与与那那那那国国国国島島島島をををを襲襲襲襲いいいい甚甚甚甚大大大大なななな被害被害被害被害をもたらしたをもたらしたをもたらしたをもたらした。。。。復復復復興興興興にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援対策対策対策対策のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県はははは、、、、相相相相次次次次ぐぐぐぐ台風台風台風台風のののの来来来来襲襲襲襲ででででサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの生産減少生産減少生産減少生産減少をををを初初初初めめめめ農農農農林林林林水産業水産業水産業水産業にににに大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害がががが出出出出
ているているているている。。。。台風台風台風台風やややや自自自自然災害然災害然災害然災害にににに強強強強いいいい農産農産農産農産物物物物のののの開発開発開発開発・・・・育育育育成成成成がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、試験研試験研試験研試験研究究究究機機機機関等関等関等関等にににに
おけるおけるおけるおける取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ交交交交渉渉渉渉がががが大大大大筋筋筋筋合意合意合意合意されたがされたがされたがされたが、、、、本県本県本県本県サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビなどなどなどなど農農農農畜畜畜畜産産産産へへへへのののの影響影響影響影響とととと本県本県本県本県農業農業農業農業をををを守守守守るたるたるたるた
めのめのめのめの政府政府政府政府とととと連連連連携携携携したしたしたした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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 日日日日台台台台漁漁漁漁業業業業取取取取りりりり決決決決めについてめについてめについてめについて、、、、新新新新たなたなたなたな操操操操業業業業ルルルルーーーールルルルによりによりによりにより本県本県本県本県漁漁漁漁船船船船のののの操操操操業業業業はははは52525252隻隻隻隻からからからから111177771111隻隻隻隻
にににに増加増加増加増加したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、船船船船間間間間距距距距離離離離４４４４海海海海里里里里のののの確保確保確保確保やややや本県本県本県本県漁漁漁漁船船船船のののの優先操優先操優先操優先操業業業業にににに向向向向けたけたけたけた水域水域水域水域のののの拡拡拡拡大大大大
などなどなどなど、、、、政府政府政府政府のののの対対対対応応応応等今等今等今等今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 日日日日台台台台漁漁漁漁業業業業取取取取りりりり決決決決めにめにめにめに伴伴伴伴うううう沖縄沖縄沖縄沖縄漁漁漁漁業業業業基基基基金金金金についてについてについてについて、、、、運用状運用状運用状運用状況況況況とととと使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手がががが悪悪悪悪いとのいとのいとのいとの声声声声もあもあもあもあ
るがるがるがるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような運用方法運用方法運用方法運用方法をををを目目目目指指指指すかすかすかすか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 県内社会県内社会県内社会県内社会資資資資本本本本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    

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの建建建建設設設設業業業業はははは、、、、公公公公共共共共工事工事工事工事のののの落落落落札札札札はははは過過過過当当当当競競競競争争争争もありもありもありもあり、、、、利利利利益益益益率率率率はははは全全全全国国国国にににに比比比比べべべべ低低低低くくくく、、、、約約約約４４４４割割割割
超超超超がががが赤字赤字赤字赤字とのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。県県県県のののの最低制限最低制限最低制限最低制限価価価価格格格格のののの上上上上限限限限のののの引引引引きききき上上上上げのげのげのげの要要要要望望望望があるがあるがあるがある。。。。現状現状現状現状とととと県県県県のののの
対対対対応応応応についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、港港港港湾湾湾湾はははは物物物物流流流流機機機機能能能能をををを図図図図るるるる重要重要重要重要なななな拠拠拠拠点点点点であるであるであるである。。。。国際国際国際国際物物物物流港流港流港流港湾湾湾湾としてとしてとしてとして整整整整備備備備をををを進進進進
めるめるめるめる那覇那覇那覇那覇港港港港、、、、物物物物流流流流機機機機能能能能のののの強化強化強化強化をををを進進進進めるめるめるめる中中中中城城城城湾湾湾湾港新港地区港新港地区港新港地区港新港地区などについてなどについてなどについてなどについて、、、、本県本県本県本県のののの目目目目標標標標であであであであ
るるるる経済経済経済経済のののの自立自立自立自立をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれどのようなれどのようなれどのようなれどのような役割役割役割役割とととと位置位置位置位置づけをづけをづけをづけを考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 地域高地域高地域高地域高規規規規格格格格道道道道路路路路・・・・名名名名護東護東護東護東道道道道路路路路計画計画計画計画路路路路線線線線のののの整整整整備備備備促進促進促進促進とととと国国国国頭頭頭頭、、、、東東東東、、、、本部方本部方本部方本部方面面面面へへへへのののの延伸及延伸及延伸及延伸及びびびび
名名名名護東護東護東護東道道道道路路路路のののの高高高高速速速速道道道道路路路路・・・・許許許許田田田田インターへインターへインターへインターへのののの接接接接続続続続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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは、、、、那覇那覇那覇那覇港港港港湾湾湾湾をををを21212121世世世世紀紀紀紀ビジビジビジビ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でででで国際国際国際国際流通港流通港流通港流通港湾湾湾湾としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけているがづけているがづけているがづけているが、、、、浦浦浦浦
添埠添埠添埠添埠頭地区頭地区頭地区頭地区についてはについてはについてはについては、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市案案案案やややや那覇那覇那覇那覇港管港管港管港管理理理理組組組組合合合合案案案案などがなどがなどがなどが提提提提示示示示されているようであされているようであされているようであされているようであ
るるるる。。。。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対対対応応応応をををを考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 旭旭旭旭橋橋橋橋駅駅駅駅周辺周辺周辺周辺再再再再開発事開発事開発事開発事業業業業はははは、、、、旧旧旧旧那覇那覇那覇那覇ババババスタースタースタースターミミミミナルナルナルナル地区地区地区地区のののの北北北北工工工工区区区区でででで工事工事工事工事がががが着着着着工工工工されたされたされたされた。。。。
2222000011118888年年年年春春春春のののの整整整整備備備備完了完了完了完了にににに向向向向けけけけ最最最最終段階終段階終段階終段階にににに入入入入ったがったがったがったが、、、、北北北北工工工工区区区区のののの整整整整備備備備コンコンコンコンセセセセププププトトトトととととモモモモノノノノレレレレーーーー
ルルルル、、、、ババババスススス等等等等のののの結結結結節節節節点点点点としてのとしてのとしてのとしての機機機機能能能能、、、、市市市市民民民民やややや県民県民県民県民、、、、さらにさらにさらにさらに観光客観光客観光客観光客等等等等のののの交交交交流流流流拠拠拠拠点点点点としてのとしてのとしてのとしての機機機機能能能能
等等等等についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 子子子子どもどもどもども・・・・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 全全全全国的国的国的国的にににに待待待待機児機児機児機児童童童童のののの増加増加増加増加にににに歯歯歯歯どめがかからずどめがかからずどめがかからずどめがかからず、、、、本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても定定定定員増員増員増員増をををを図図図図っているがっているがっているがっているが、、、、
それをそれをそれをそれを上回上回上回上回るるるる待待待待機児機児機児機児童童童童がががが表表表表面面面面化化化化しているしているしているしている。。。。休休休休職職職職中中中中のののの親親親親もももも子子子子供供供供をををを預預預預けることができるけることができるけることができるけることができる制度制度制度制度のののの
スタートスタートスタートスタートがががが要要要要因因因因とのとのとのとの指指指指摘摘摘摘もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、潜在潜在潜在潜在的的的的なななな待待待待機児機児機児機児童童童童のののの解消解消解消解消をををを含含含含めためためためた対策対策対策対策がががが必必必必要要要要ではなではなではなではな
いかいかいかいか、、、、県県県県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。。。。

((((2222)))) 待待待待機児機児機児機児童童童童ははははゼゼゼゼロロロロ歳歳歳歳からからからから２２２２歳歳歳歳がががが大大大大半半半半をををを占占占占めるようだがめるようだがめるようだがめるようだが、、、、解消解消解消解消にににに向向向向けてはけてはけてはけては保育保育保育保育所所所所増増増増設設設設がががが急急急急がががが
れるれるれるれる。。。。そのそのそのその反面反面反面反面本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても少子化少子化少子化少子化のののの進展進展進展進展はははは避避避避けられないけられないけられないけられない。。。。このようなこのようなこのようなこのような難難難難しいしいしいしい状状状状況況況況のののの中中中中
でででで県県県県はははは待待待待機児機児機児機児童童童童解消解消解消解消にににに向向向向けどのようにけどのようにけどのようにけどのように対対対対応応応応するかするかするかするか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 待待待待機児機児機児機児童童童童解消解消解消解消にににに向向向向けけけけ、、、、政府政府政府政府はははは、、、、2222000011116666年年年年度度度度からからからから潜在潜在潜在潜在保育保育保育保育士士士士のののの復帰復帰復帰復帰にににに向向向向けけけけ支援支援支援支援をををを本本本本格格格格化化化化すすすす
るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、支援支援支援支援策策策策のののの内内内内容容容容とととと県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは、、、、去去去去るるるる11110000月月月月１１１１日日日日からからからから小小小小学学学学校就校就校就校就学学学学前前前前までまでまでまで医療医療医療医療費費費費をををを助助助助成成成成するがするがするがするが、、、、助助助助成成成成のののの内内内内容容容容とととと今今今今後後後後さらなさらなさらなさらな
るるるる拡拡拡拡大大大大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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2222000011114444年年年年度度度度のののの児児児児童童童童相相相相談談談談所所所所がががが対対対対応応応応したしたしたした児児児児童虐童虐童虐童虐待待待待件件件件数数数数はははは、、、、全全全全国的国的国的国的にににに増加増加増加増加にににに歯歯歯歯どめがかからどめがかからどめがかからどめがかから
ずずずず、、、、本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、過過過過去去去去最最最最悪悪悪悪となったようであるとなったようであるとなったようであるとなったようである。。。。親親親親権停止権停止権停止権停止などなどなどなど制度制度制度制度がががが強化強化強化強化されながらされながらされながらされながら改改改改
善善善善されないされないされないされない背景背景背景背景やややや要要要要因因因因にににに何何何何があるかがあるかがあるかがあるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄離島体離島体離島体離島体験験験験交交交交流促進流促進流促進流促進事事事事業業業業についてについてについてについて、、、、これまでこれまでこれまでこれまで事事事事業業業業をををを実実実実施施施施してきたしてきたしてきたしてきた中中中中でででで、、、、成果成果成果成果とととと今今今今後後後後もももも
事事事事業業業業をををを円円円円滑滑滑滑にににに実実実実施施施施していくしていくしていくしていく上上上上でのでのでのでの課課課課題題題題やややや対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月03030303    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 11116666分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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)))) 辺野古新辺野古新辺野古新辺野古新基基基基地地地地建建建建設設設設にににに伴伴伴伴うううう公公公公有有有有水水水水面面面面埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての必必必必要性要性要性要性・・・・合理性合理性合理性合理性のののの審査審査審査審査においてにおいてにおいてにおいて、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省
からからからから在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの地地地地理的理的理的理的優優優優位性位性位性位性、、、、抑抑抑抑止止止止力力力力、、、、一一一一体体体体的運用的運用的運用的運用論論論論についてについてについてについて沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの納納納納得得得得いくいくいくいく説説説説
明明明明はないままはないままはないままはないまま、、、、議議議議論論論論もなくもなくもなくもなく審査審査審査審査にににに反反反反映映映映されずされずされずされず「「「「適合適合適合適合」」」」としたとしたとしたとした審査内審査内審査内審査内容容容容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。。。。
11111111月月月月９９９９日日日日、、、、琉球新報琉球新報琉球新報琉球新報にににに報道報道報道報道されたされたされたされた取取取取材材材材内内内内容容容容によれによれによれによればばばば、、、、1111999999996666年普天間飛行場年普天間飛行場年普天間飛行場年普天間飛行場返還返還返還返還合意当合意当合意当合意当
時時時時ののののモモモモンンンンデデデデーーーールルルル駐駐駐駐日日日日米米米米大使大使大使大使はははは「「「「私私私私たちはたちはたちはたちは沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古だとだとだとだと言言言言っていないっていないっていないっていない。。。。日本政府日本政府日本政府日本政府がががが別別別別
のののの場所場所場所場所にににに配配配配置置置置するとするとするとすると決決決決めれめれめれめればばばば私私私私たちのたちのたちのたちの政府政府政府政府はそれをはそれをはそれをはそれを受受受受けけけけ入入入入れるであろうれるであろうれるであろうれるであろう」」」」とととと述述述述べているこべているこべているこべているこ
とととと等等等等、「、「、「、「辺野古辺野古辺野古辺野古がががが唯唯唯唯一一一一のののの解決策解決策解決策解決策」」」」でないことはさまでないことはさまでないことはさまでないことはさまざざざざまなまなまなまな証証証証言言言言からからからから明明明明らかでありますらかでありますらかでありますらかであります。「。「。「。「埋立埋立埋立埋立
承認承認承認承認」」」」はははは違法違法違法違法でありでありでありであり「「「「承認取承認取承認取承認取りりりり消消消消しししし」」」」はははは当当当当然然然然だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの認認認認識識識識とととと今今今今後後後後のののの対対対対応応応応
をおをおをおをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((2222)))) 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞前知事前知事前知事前知事がががが埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの担担担担保保保保としたとしたとしたとした環境環境環境環境監視監視監視監視等等等等委員委員委員委員会会会会はははは、、、、国国国国がががが進進進進めるめるめるめる工事工事工事工事をををを環境環境環境環境面面面面
からからからから監視監視監視監視するするするする専門専門専門専門委員委員委員委員のうちのうちのうちのうち、、、、３３３３人人人人がががが就任就任就任就任決定決定決定決定後後後後埋立関連埋立関連埋立関連埋立関連業業業業者者者者からからからから計計計計1111111100000000万万万万円円円円というというというという多多多多
額額額額のののの寄附寄附寄附寄附をををを受受受受けていたことがけていたことがけていたことがけていたことが11110000月月月月11119999日日日日のののの朝朝朝朝日日日日新新新新聞聞聞聞にににに報道報道報道報道されましたされましたされましたされました。。。。またまたまたまた、、、、環境環境環境環境監視監視監視監視等等等等
委員委員委員委員会会会会のののの運運運運営営営営事務局事務局事務局事務局をををを埋立関連受埋立関連受埋立関連受埋立関連受注注注注業業業業者者者者がががが兼兼兼兼ねねねねるというるというるというるという中立性中立性中立性中立性をををを欠欠欠欠くくくく重大重大重大重大なななな事実事実事実事実がががが明明明明らららら
かになりかになりかになりかになり、、、、環境環境環境環境監視監視監視監視等等等等委員委員委員委員会会会会によるによるによるによる環境環境環境環境保全措保全措保全措保全措置置置置はははは全全全全くくくく信信信信頼頼頼頼をををを失失失失うことになりうことになりうことになりうことになり看看看看過過過過できまできまできまできま
せせせせんんんん。。。。環境環境環境環境監視監視監視監視等等等等委員委員委員委員会会会会にににに対対対対するするするする認認認認識識識識とととと今今今今後後後後のののの対対対対応応応応をおをおをおをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((3333)))) 国国国国はははは埋立承認申請埋立承認申請埋立承認申請埋立承認申請ではではではでは国国国国のののの権権権権限限限限をををを主主主主張張張張しししし、、、、行政不服審査請求行政不服審査請求行政不服審査請求行政不服審査請求ではではではでは民間事民間事民間事民間事業業業業者者者者（（（（私人私人私人私人））））とととと
してのしてのしてのしての権権権権利利利利をををを主主主主張張張張するというするというするというするという自己自己自己自己矛盾矛盾矛盾矛盾をををを侵侵侵侵しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、知事知事知事知事のののの権権権権限限限限をををを侵侵侵侵害害害害しておりますしておりますしておりますしております。。。。
11111111月月月月11117777日日日日、、、、国国国国はははは翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事にににに対対対対してしてしてして承認取承認取承認取承認取りりりり消消消消しししし撤回撤回撤回撤回をををを求求求求めるめるめるめる代執行代執行代執行代執行訴訟訴訟訴訟訴訟のののの提提提提起起起起をををを行行行行っっっっ
たたたた。。。。一方一方一方一方、、、、多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民やややや識識識識者者者者からからからから民主主民主主民主主民主主義義義義とととと地地地地方自治方自治方自治方自治をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは抗抗抗抗告告告告訴訴訴訴
訟訟訟訟をををを起起起起こすべきだというこすべきだというこすべきだというこすべきだという声声声声がががが大大大大きいのがきいのがきいのがきいのが昨昨昨昨今今今今のののの実情実情実情実情でありますでありますでありますであります。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの代執行代執行代執行代執行訴訟訴訟訴訟訴訟
へへへへのののの対対対対応応応応とととと抗抗抗抗告告告告訴訟訴訟訴訟訴訟へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

2222 国際交国際交国際交国際交流流流流についてについてについてについて

((((1111)))) 台湾台湾台湾台湾港港港港務会社務会社務会社務会社とととと那覇那覇那覇那覇港管港管港管港管理理理理組組組組合合合合とのとのとのとの「「「「パパパパートートートートナナナナーーーーシシシシッッッッププププ港港港港」」」」協協協協定定定定のののの今今今今後後後後のののの展展展展開開開開についてについてについてについて
おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光感謝感謝感謝感謝のののの夕夕夕夕べべべべ「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ナナナナイト・インイト・インイト・インイト・イン台湾台湾台湾台湾」」」」をををを開開開開催催催催ししししトットットットッププププセセセセーーーールルルルススススをををを展展展展開開開開しましたがしましたがしましたがしましたが感感感感想想想想をををを
おおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((3333)))) 台湾台湾台湾台湾はははは農農農農林林林林水産水産水産水産等等等等のののの技技技技術術術術研研研研究究究究成果成果成果成果をををを市市市市場場場場にににに開開開開放放放放しししし産業化産業化産業化産業化でででで成成成成功功功功していますがしていますがしていますがしていますが、、、、現現現現在在在在、、、、１１１１
年年年年越越越越しにしにしにしに台湾台湾台湾台湾とととと行行行行っているっているっているっている琉琉琉琉台台台台農農農農林林林林水産水産水産水産技技技技術術術術研研研研究究究究交交交交流流流流事事事事業業業業をををを拡充拡充拡充拡充しししし、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興につなにつなにつなにつなぐぐぐぐ
ことはできないかことはできないかことはできないかことはできないか取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((4444)))) 中国中国中国中国・・・・福建省福建省福建省福建省とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは姉妹姉妹姉妹姉妹省省省省県県県県であるがであるがであるがであるが交交交交流流流流事事事事業業業業等等等等のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題、、、、今今今今後後後後ののののソソソソフトフトフトフトパパパパワーワーワーワー
をををを生生生生かしたかしたかしたかした国際交国際交国際交国際交流流流流へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

3333 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰについてについてについてについて

((((1111)))) ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ大大大大筋筋筋筋合意合意合意合意のののの内内内内容容容容とととと国会批国会批国会批国会批准准准准等今等今等今等今後後後後のののの手続手続手続手続にににに対対対対してのしてのしてのしての認認認認識識識識とととと対対対対応応応応についておについておについておについてお伺伺伺伺いしいしいしいし
ますますますます。。。。

((((2222)))) 関関関関税税税税のののの撤撤撤撤廃廃廃廃やややや引引引引きききき下下下下げなどでげなどでげなどでげなどで予予予予想想想想されるされるされるされる本県本県本県本県のののの農農農農林林林林水産業水産業水産業水産業へへへへのののの影響影響影響影響ついておついておついておついてお伺伺伺伺いしまいしまいしまいしま
すすすす。。。。

ｱｱｱｱ 子子子子牛牛牛牛関関関関税税税税撤撤撤撤廃廃廃廃、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉関関関関税引税引税引税引きききき下下下下げげげげ等等等等畜畜畜畜産業産業産業産業へへへへのののの影響影響影響影響とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 糖糖糖糖価価価価調整調整調整調整法法法法維維維維持持持持のののの課課課課題題題題、、、、加加加加糖糖糖糖調整品調整品調整品調整品輸輸輸輸入入入入枠枠枠枠のののの新新新新設設設設、、、、米米米米のののの無無無無関関関関税税税税枠枠枠枠のののの増増増増設等設等設等設等サトウキサトウキサトウキサトウキ
ビビビビ、、、、米作米作米作米作、、、、パパパパイイイイナナナナッッッップルプルプルプル等等等等のののの農業農業農業農業へへへへのののの影響影響影響影響とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ カツオカツオカツオカツオ、、、、ママママグログログログロ等等等等のののの関関関関税税税税撤撤撤撤廃廃廃廃等等等等水産業水産業水産業水産業へへへへのののの影響影響影響影響とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

4444 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて
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((((1111)))) 本県本県本県本県のののの観光産業観光産業観光産業観光産業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見見見見通通通通しをおしをおしをおしをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((2222)))) ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ等等等等のののの誘致誘致誘致誘致とととと受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの現状現状現状現状、、、、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をおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((3333)))) 外国人外国人外国人外国人観光客観光客観光客観光客急急急急増増増増でででで「「「「宿宿宿宿泊施泊施泊施泊施設設設設がががが足足足足りないりないりないりない、、、、ババババススススがががが足足足足りないりないりないりない、、、、ガガガガイイイイドドドドがいないがいないがいないがいない」」」」というというというという不名不名不名不名
誉誉誉誉なななな「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄三三三三ないないないない」」」」というというというという声声声声があるがあるがあるがある。。。。現状現状現状現状とととと今今今今後後後後のののの対策対策対策対策をおをおをおをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((4444)))) 国際国際国際国際航航航航空空空空路路路路線線線線就航就航就航就航がががが増加増加増加増加してしてしてして狭隘狭隘狭隘狭隘さとさとさとさと利利利利便便便便性性性性のののの課課課課題題題題がががが指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港とととと石垣石垣石垣石垣
空港空港空港空港のののの国際国際国際国際線線線線旅客旅客旅客旅客ターターターターミミミミナルナルナルナルのののの増増増増改改改改築築築築へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

5555 離島離島離島離島・・・・僻僻僻僻地振興地振興地振興地振興についてについてについてについて

((((1111)))) 去去去去るるるる９９９９月月月月、、、、与与与与那那那那国国国国島島島島をををを直直直直撃撃撃撃したしたしたした台風台風台風台風21212121号号号号はははは最最最最大大大大瞬瞬瞬瞬間間間間風風風風速速速速88881111....1111メメメメートートートートルルルルとととと猛威猛威猛威猛威をををを振振振振るいるいるいるい、、、、いいいい
まだにまだにまだにまだに復復復復旧旧旧旧もままならないもままならないもままならないもままならない状状状状況況況況にありにありにありにあり、、、、被災被災被災被災者者者者のののの皆皆皆皆ささささんんんんにおにおにおにお見見見見舞舞舞舞いをいをいをいを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。災害災害災害災害
救救救救助助助助法法法法のののの適用適用適用適用をををを受受受受けたもののけたもののけたもののけたものの333322222222戸戸戸戸のののの損損損損壊住壊住壊住壊住宅宅宅宅はははは一部一部一部一部しかしかしかしか救救救救助助助助をををを受受受受けられないけられないけられないけられない厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状
況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。離島離島離島離島ということもあってということもあってということもあってということもあって修修修修繕繕繕繕・・・・復復復復旧旧旧旧もできずもできずもできずもできず、、、、雨雨雨雨ざざざざらしのらしのらしのらしの状状状状況況況況にありにありにありにあり、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
独独独独自自自自のののの支援支援支援支援についてもについてもについてもについても検討検討検討検討してしてしてしてほほほほしいというしいというしいというしいという要要要要望望望望がありますがありますがありますがあります。。。。与与与与那那那那国国国国町町町町におけるにおけるにおけるにおける台風被害台風被害台風被害台風被害
のののの現状現状現状現状とととと救救救救済済済済・・・・支援支援支援支援へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((2222)))) これまでこれまでこれまでこれまで宮古宮古宮古宮古・・・・八八八八重重重重山山山山圏域圏域圏域圏域でででで大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた支支支支庁庁庁庁機機機機能能能能はははは、、、、権権権権限限限限がががが大大大大幅幅幅幅にににに縮縮縮縮小小小小
されてきたされてきたされてきたされてきた経経経経緯緯緯緯があるがあるがあるがある。。。。現現現現在在在在のののの宮古宮古宮古宮古・・・・八八八八重重重重山山山山事務所等事務所等事務所等事務所等のののの権権権権限限限限についてについてについてについて抜抜抜抜本的本的本的本的にににに見見見見直直直直しししし、、、、
離島振興離島振興離島振興離島振興行政行政行政行政のののの総総総総合合合合調整調整調整調整機機機機能能能能をををを持持持持ったったったった地域地域地域地域完完完完結結結結型型型型のののの組組組組織織織織にににに拡充拡充拡充拡充・・・・強化強化強化強化すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思いまいまいまいま
すがすがすがすが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をおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((3333)))) 第第第第一一一一航航航航空空空空によるによるによるによる石垣石垣石垣石垣――――波波波波照照照照間間間間・・・・多多多多良良良良間間間間のののの航航航航空空空空路路路路線線線線就航就航就航就航のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと今今今今後後後後のののの見見見見通通通通しをおしをおしをおしをお
伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((4444)))) 新新新新県立県立県立県立八八八八重重重重山病院山病院山病院山病院移移移移転整転整転整転整備備備備のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと地地地地元元元元業業業業者発者発者発者発注注注注のののの配慮配慮配慮配慮、、、、着着着着工工工工のののの見見見見通通通通しししし等等等等、、、、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等等等等についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける高齢化高齢化高齢化高齢化率率率率やややや高齢高齢高齢高齢者対策者対策者対策者対策のののの課課課課題題題題、、、、特特特特にににに高齢高齢高齢高齢者者者者介護介護介護介護やややや介護介護介護介護人人人人材確保材確保材確保材確保のののの取取取取りりりり組組組組
みについておみについておみについておみについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((6666)))) 離島離島離島離島においてにおいてにおいてにおいて若若若若者者者者がががが定定定定住住住住しししし、、、、安心安心安心安心してしてしてして子子子子供供供供をををを産産産産んんんんでででで育育育育てられるてられるてられるてられる子子子子育育育育てててて支援支援支援支援やややや保育保育保育保育士士士士などなどなどなど
のののの人人人人材確保材確保材確保材確保などなどなどなど現状現状現状現状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についておみについておみについておみについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((7777)))) 県立県立県立県立図図図図書館書館書館書館八八八八重重重重山山山山分分分分館館館館はははは平成平成平成平成22223333年年年年度度度度にににに閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖後後後後、、、、存存存存続続続続をををを求求求求めるめるめるめる会会会会からからからから提提提提案案案案のあったのあったのあったのあった「「「「分分分分館館館館
のののの在在在在りりりり方方方方をををを考考考考えるえるえるえる協議協議協議協議会会会会」」」」はははは開開開開催催催催されずされずされずされず、、、、図図図図書館書館書館書館施施施施設設設設はははは放放放放置置置置されたままでありされたままでありされたままでありされたままであり、、、、貴貴貴貴重重重重なななな蔵蔵蔵蔵
書類書類書類書類のののの保保保保管管管管やややや利活利活利活利活用用用用にににに重大重大重大重大なななな支障支障支障支障がががが指指指指摘摘摘摘されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、課課課課題題題題とととと開開開開館館館館のののの再再再再検討検討検討検討もももも含含含含めめめめ
たたたた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をおみをおみをおみをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月03030303    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

4444 15151515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
来年来年来年来年のののの参参参参院選院選院選院選公示公示公示公示をををを６６６６月月月月22223333日日日日、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの「「「「慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日」」」」にににに実実実実施施施施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。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦へへへへのののの歴史歴史歴史歴史
認認認認識識識識のののの欠欠欠欠如如如如とととと犠牲犠牲犠牲犠牲者者者者へへへへのののの追追追追悼悼悼悼のののの思思思思いをいをいをいを踏踏踏踏みにみにみにみにじじじじるるるる行為行為行為行為だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。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 沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの被害被害被害被害実相実相実相実相についてについてについてについて
これまでこれまでこれまでこれまで、、、、政府政府政府政府がががが沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの被害被害被害被害実実実実態態態態をををを戦戦戦戦後後後後77770000年年年年になるまでになるまでになるまでになるまで政府政府政府政府資料資料資料資料からからからから抜抜抜抜けけけけ落落落落としていたことしていたことしていたことしていたこ
とをとをとをとを問題問題問題問題にしてきたにしてきたにしてきたにしてきた。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、さきのさきのさきのさきの議議議議会会会会でででで、、、、政府政府政府政府にににに求求求求めていくとのめていくとのめていくとのめていくとの答弁答弁答弁答弁をしをしをしをし、、、、今回今回今回今回11111111月月月月
22226666日日日日浦崎副浦崎副浦崎副浦崎副知事知事知事知事がががが総総総総務務務務省省省省にににに要請要請要請要請をしをしをしをし、、、、総総総総務務務務省省省省はははは「「「「県県県県とととと協協協協力力力力してしてしてして残残残残していくしていくしていくしていく」」」」とのとのとのとの前前前前向向向向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢
をををを引引引引きききき出出出出したしたしたした。。。。77770000年間年間年間年間放放放放置置置置されたされたされたされた史史史史実実実実についてについてについてについて翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政がががが総総総総務務務務省省省省をををを動動動動かしたことはかしたことはかしたことはかしたことは画期画期画期画期的的的的
なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、高高高高くくくく評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。放放放放置置置置してきたしてきたしてきたしてきた原原原原因因因因はははは依依依依然然然然としてとしてとしてとして不明不明不明不明だがだがだがだが、、、、今回今回今回今回のののの要請要請要請要請でででで総総総総務務務務
省省省省とのやりとりをとのやりとりをとのやりとりをとのやりとりを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 安安安安全保障全保障全保障全保障関連法関連法関連法関連法についてについてについてについて

((((1111)))) 安安安安倍倍倍倍首首首首相相相相はははは国民国民国民国民のののの反反反反対対対対のののの声声声声をををを押押押押しししし切切切切ってってってって安安安安全保障全保障全保障全保障関連法関連法関連法関連法案案案案をををを強強強強行行行行したしたしたした。。。。安安安安全保障全保障全保障全保障政策政策政策政策
のののの大大大大転転転転換換換換でありでありでありであり、、、、戦戦戦戦争争争争へへへへのののの道道道道をををを開開開開くことになるくことになるくことになるくことになる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地のののの強化強化強化強化、、、、日日日日米米米米共同共同共同共同
訓練訓練訓練訓練などなどなどなど激激激激化化化化のののの一一一一途途途途をたどっておりをたどっておりをたどっておりをたどっており、、、、県民県民県民県民のののの不不不不安安安安とととと怒怒怒怒りはりはりはりは一一一一層層層層高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに戦戦戦戦
争法争法争法争法案案案案でありでありでありであり、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄にすべきであるにすべきであるにすべきであるにすべきである。。。。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)))) 去去去去るるるる11111111月月月月11111111日日日日、、、、全全全全国国国国町村町村町村町村議議議議会会会会がががが日日日日米米米米地地地地位位位位協協協協定定定定のののの抜抜抜抜本的見本的見本的見本的見直直直直しをしをしをしを求求求求めるめるめるめる決決決決議議議議をしているをしているをしているをしている。。。。
　沖縄　沖縄　沖縄　沖縄におけるにおけるにおけるにおける米米米米兵兵兵兵犯罪犯罪犯罪犯罪、、、、環境環境環境環境汚汚汚汚染染染染、、、、騒騒騒騒音音音音被害被害被害被害などはなどはなどはなどは、、、、米軍米軍米軍米軍のののの「「「「運用運用運用運用改改改改善善善善」「」「」「」「好好好好意的意的意的意的考考考考慮慮慮慮」」」」
のののの前前前前にににに、、、、米軍米軍米軍米軍のののの勝勝勝勝手手手手気気気気ままのままのままのままの状状状状態態態態にあるにあるにあるにある。。。。こうしたこうしたこうしたこうした米軍米軍米軍米軍優先優先優先優先、、、、人権人権人権人権無無無無視視視視をををを許許許許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、、、、日日日日米米米米地地地地位位位位協協協協定定定定のののの抜抜抜抜本的見本的見本的見本的見直直直直しはしはしはしは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。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)))) 防防防防衛衛衛衛省省省省はははは、、、、次次次次期期期期中中中中期期期期防防防防衛衛衛衛整整整整備備備備計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、石垣石垣石垣石垣へへへへ警警警警備部備部備部備部隊隊隊隊、、、、地地地地対対対対艦艦艦艦ミミミミサイサイサイサイルルルル部部部部隊隊隊隊をををを配配配配
備備備備しししし、、、、陸陸陸陸上自上自上自上自衛衛衛衛隊隊隊隊555500000000人人人人～～～～600600600600人人人人をををを、、、、与与与与那那那那国国国国にににに沿沿沿沿岸岸岸岸監視監視監視監視部部部部隊隊隊隊151515150000人人人人、、、、宮古宮古宮古宮古にににに777700000000人人人人～～～～
888800000000人人人人のののの警警警警備備備備ミミミミサイサイサイサイルルルル部部部部隊隊隊隊をををを配配配配備備備備するするするする方方方方針針針針をををを明明明明らかにしているらかにしているらかにしているらかにしている。。。。島島島島嶼嶼嶼嶼防防防防衛衛衛衛のののの名名名名のもとにのもとにのもとにのもとに先先先先
島島島島諸諸諸諸島周辺島周辺島周辺島周辺にににに緊緊緊緊張張張張状状状状況況況況をつくろうとしているをつくろうとしているをつくろうとしているをつくろうとしている。。。。さきにさきにさきにさきに強強強強行行行行採採採採決決決決したしたしたした安安安安保保保保法法法法制制制制のののの地地地地ならしでならしでならしでならしで
ありありありあり、、、、日日日日米米米米共同共同共同共同体制体制体制体制のもとのもとのもとのもと軍軍軍軍事事事事強化強化強化強化にににに反反反反対対対対であるであるであるである。。。。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。。。。

4444 米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局はははは、、、、11111111月月月月22222222日日日日、、、、汚濁汚濁汚濁汚濁防防防防止止止止膜膜膜膜のののの固固固固定定定定をををを理理理理由由由由にさらなるにさらなるにさらなるにさらなる大大大大型型型型ブロックブロックブロックブロックをををを投投投投下下下下するするするする
準準準準備備備備にににに入入入入っているっているっているっている。。。。岩礁岩礁岩礁岩礁破砕破砕破砕破砕行為行為行為行為をををを許許許許してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。県県県県はははは、、、、早急早急早急早急にににに確確確確認認認認作作作作業業業業をををを行行行行いいいい対対対対
策策策策をとるべきではないかをとるべきではないかをとるべきではないかをとるべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((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年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止はははは、、、、仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞前知事前知事前知事前知事がががが安安安安倍倍倍倍首首首首相相相相とととと約約約約束束束束したしたしたした事事事事案案案案であであであであ
るるるる。。。。県県県県はははは、、、、このこのこのこの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ののののローローローロードマドマドマドマッッッッププププをををを作作作作成成成成してしてしてして、、、、政府政府政府政府にににに強強強強くくくく実現実現実現実現をををを求求求求めるめるめるめる考考考考ええええ
のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、そのそのそのその真真真真意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは去去去去るるるる大大大大戦戦戦戦におけるにおけるにおけるにおけるキキキキャャャ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のののの大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾収収収収容容容容所所所所周辺周辺周辺周辺でででで亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた300300300300名前名前名前名前
後後後後のののの遺遺遺遺骨骨骨骨収収収収集集集集のののの実実実実態態態態調調調調査査査査などなどなどなど取取取取りりりり組組組組むむむむとのことであるがとのことであるがとのことであるがとのことであるが、、、、そのそのそのその進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) キキキキャャャ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沿沿沿沿岸岸岸岸からからからから、、、、文文文文化財化財化財化財のののの「「「「碇石碇石碇石碇石」」」」にににに続続続続きききき、、、、土土土土器器器器やややや石石石石器器器器類類類類などがなどがなどがなどが発見発見発見発見されていされていされていされてい
るるるる。。。。周辺周辺周辺周辺がががが遺遺遺遺跡跡跡跡認定認定認定認定されたらされたらされたらされたら、、、、埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすかすかすかすか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 交交交交通通通通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)))) 国国国国道道道道55558888号号号号をををを中中中中心心心心にににに那覇那覇那覇那覇市市市市とととと沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市とをとをとをとを結結結結ぶバぶバぶバぶバススススレレレレーンーンーンーンをををを段階段階段階段階的的的的にににに延延延延長長長長しししし、、、、そのそのそのその区区区区間間間間をををを走走走走
るるるる「「「「基基基基幹幹幹幹」」」」とそのとそのとそのとその「「「「支支支支線線線線」」」」をををを走走走走るるるる基基基基幹幹幹幹ババババススススのののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの進進進進捗捗捗捗をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇那覇那覇那覇都都都都市圏市圏市圏市圏のののの渋渋渋渋滞滞滞滞はははは全全全全国国国国有有有有数数数数のののの劣悪劣悪劣悪劣悪なななな環境環境環境環境とととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。特特特特にににに国国国国道道道道55558888号号号号のののの明治明治明治明治橋橋橋橋かかかか
らららら、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市にににに至至至至るるるる渋渋渋渋滞滞滞滞はははは異異異異常常常常であるであるであるである。。。。県県県県のののの渋渋渋渋滞滞滞滞解消対策解消対策解消対策解消対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 首里駅首里駅首里駅首里駅からからからからモモモモノノノノレレレレーーーールルルルのののの延伸延伸延伸延伸工事工事工事工事のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 粟粟粟粟国国国国村村村村のののの空港空港空港空港でででで小型小型小型小型飛行飛行飛行飛行機機機機がががが事事事事故故故故をををを起起起起こしてからこしてからこしてからこしてから、、、、再再再再開開開開のめどがいまだにのめどがいまだにのめどがいまだにのめどがいまだに立立立立たないたたないたたないたたないた
めめめめ、、、、住住住住民民民民生活生活生活生活にににに支障支障支障支障をををを来来来来たしているたしているたしているたしている。。。。唯唯唯唯一一一一のののの海海海海上交上交上交上交通通通通ののののフェリーフェリーフェリーフェリーもももも港港港港のののの整整整整備備備備がががが悪悪悪悪くくくく引引引引きききき返返返返
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すこともたすこともたすこともたすこともたびびびびたたたたびびびび起起起起こっているこっているこっているこっている。。。。こうしたこうしたこうしたこうした中中中中でででで村村村村のののの活活活活性性性性化化化化をををを期期期期待待待待するするするする郷友郷友郷友郷友会会会会のののの皆皆皆皆ささささんんんんからからからから、、、、
郷友郷友郷友郷友へへへへのののの運運運運賃賃賃賃低減低減低減低減のののの要請要請要請要請がががが出出出出されているされているされているされている。。。。県県県県はははは、、、、知事公約知事公約知事公約知事公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事事事業業業業をををを次次次次年年年年度度度度
からからからから開開開開始始始始するとするとするとすると表明表明表明表明しておりしておりしておりしており、、、、そのそのそのその中中中中でででで郷友郷友郷友郷友のののの人人人人々々々々もももも対対対対象象象象にしたらどうかにしたらどうかにしたらどうかにしたらどうか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 観光観光観光観光行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、平成平成平成平成22228888年年年年にににに開開開開催催催催されるされるされるされる第第第第６６６６回回回回ウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチチチチュュュュ大会大会大会大会にににに向向向向けてけてけてけて精精精精力力力力的的的的にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを開開開開
始始始始しているしているしているしている。。。。海海海海外外外外、、、、県外県外県外県外からからからから6000600060006000名名名名余余余余ののののウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチチチチュュュュがががが県民県民県民県民とととと交交交交流流流流するするするする一大一大一大一大イイイイベベベベントントントントでででで
あるあるあるある。。。。今大会今大会今大会今大会のののの意意意意義義義義とととと目目目目的的的的はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成22226666年年年年のののの観光客数観光客数観光客数観光客数はははは、、、、777711116666万万万万人人人人をををを超超超超えてえてえてえて、、、、２２２２年連続年連続年連続年連続過過過過去去去去最高最高最高最高のののの実実実実績績績績となっているとなっているとなっているとなっている。。。。特特特特にににに
ククククルルルルーーーーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港もももも中国中国中国中国のののの富裕層富裕層富裕層富裕層をををを中中中中心心心心にににに伸伸伸伸びびびび続続続続けけけけ過過過過去去去去最高最高最高最高のののの222244447777回回回回をををを見見見見込込込込んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。
このこのこのこの増加増加増加増加傾傾傾傾向向向向にににに対対対対してしてしてして、、、、専専専専用用用用ババババースースースースやややや受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制等等等等のののの課課課課題題題題とととと問題問題問題問題点点点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。。。。

7777 子子子子供供供供、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、医療医療医療医療についてについてについてについて

((((1111)))) 全全全全国的国的国的国的にににに子子子子供供供供のののの貧困率貧困率貧困率貧困率はははは11116666....3333％％％％、、、、母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯などはなどはなどはなどは55554444....6666％％％％とととと最最最最悪悪悪悪のののの貧困貧困貧困貧困状状状状態態態態にあるにあるにあるにある。。。。特特特特にににに
県民所県民所県民所県民所得得得得のののの低低低低いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは、、、、子子子子供供供供にさらににさらににさらににさらに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えているとえているとえているとえていると考考考考えられているえられているえられているえられている。。。。県県県県がががが
平成平成平成平成22227777年年年年度度度度中中中中にににに策定策定策定策定予予予予定定定定のののの「「「「子子子子どもどもどもども貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策計画計画計画計画」」」」のののの内内内内容容容容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 最最最最近近近近特特特特にににに、、、、全全全全島島島島的的的的にににに登下登下登下登下校校校校するするするする小小小小中中中中学生学生学生学生ををををねねねねらったらったらったらった声声声声かけやつきまといなどのかけやつきまといなどのかけやつきまといなどのかけやつきまといなどの不審者不審者不審者不審者がががが
横横横横行行行行しているしているしているしている情情情情報報報報をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞くようになったくようになったくようになったくようになった。。。。ママママスコスコスコスコミミミミ報道報道報道報道でもでもでもでも、、、、強強強強姦未遂姦未遂姦未遂姦未遂事事事事件件件件までまでまでまで発発発発生生生生しておしておしておしてお
りりりり、、、、子子子子供供供供たちやたちやたちやたちや保護保護保護保護者者者者、、、、関係者関係者関係者関係者をををを不不不不安安安安にににに落落落落としとしとしとし入入入入れているれているれているれている。。。。中中中中南南南南部部部部だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市内内内内
のののの小小小小中中中中学学学学校校校校周辺周辺周辺周辺でもでもでもでも、、、、連日連日連日連日保護保護保護保護者者者者にににに学学学学校校校校側側側側からからからから注注注注意情意情意情意情報報報報ののののメメメメーーーールルルルがががが寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている。。。。
　県　県　県　県はははは、、、、このこのこのこの不審者情不審者情不審者情不審者情報報報報をををを把握把握把握把握しししし、、、、そのそのそのその対策対策対策対策はどのようにとっているかはどのようにとっているかはどのようにとっているかはどのようにとっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは重重重重粒粒粒粒子子子子線線線線治治治治療療療療施施施施設設設設をををを来年来年来年来年１１１１月月月月にもにもにもにも結結結結論論論論をををを出出出出すとのことだがすとのことだがすとのことだがすとのことだが、、、、今今今今までのまでのまでのまでの検討状検討状検討状検討状況況況況でででで課課課課
題題題題とととと問題問題問題問題点点点点はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは各各各各市町村市町村市町村市町村ののののニニニニーーーーズズズズ調調調調査査査査をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、2222000011117777年年年年度度度度にににに待待待待機児機児機児機児童童童童解消解消解消解消をををを目目目目標標標標にににに設定設定設定設定してあしてあしてあしてあ
るるるる。。。。県県県県のののの計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり進進進進捗捗捗捗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、、、、課課課課題題題題とととと問題問題問題問題点点点点はあるかはあるかはあるかはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは認知認知認知認知症症症症のののの行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者のののの対策対策対策対策はどうしているかはどうしているかはどうしているかはどうしているか伺伺伺伺うううう。。。。

8888 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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄へへへへののののITITITIT産業産業産業産業のののの誘致誘致誘致誘致のののの成果成果成果成果とととと雇雇雇雇用用用用創出創出創出創出のののの実実実実績績績績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの官官官官公公公公庁庁庁庁関係関係関係関係、、、、民間民間民間民間企企企企業業業業のののの非正非正非正非正規職規職規職規職員員員員のののの実実実実数数数数とととと割割割割合合合合、、、、さらにさらにさらにさらに正正正正規規規規化化化化へへへへのののの対策対策対策対策はどうはどうはどうはどう
しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。


