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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04040404    日日日日((((金金金金))))

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 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)))) 辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣がががが代執行訴訟提起代執行訴訟提起代執行訴訟提起代執行訴訟提起をしたことについてのをしたことについてのをしたことについてのをしたことについての見解見解見解見解とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 第第第第１１１１回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論でのでのでのでの知事知事知事知事のののの発言内容発言内容発言内容発言内容とととと手応手応手応手応えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへ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のしのしのしの効力効力効力効力をををを停止停止停止停止したしたしたした石井国土交通大臣石井国土交通大臣石井国土交通大臣石井国土交通大臣のののの決定決定決定決定をををを違法違法違法違法としてとしてとしてとして
抗告訴訟抗告訴訟抗告訴訟抗告訴訟をををを提起提起提起提起するするするする時期時期時期時期をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの返還返還返還返還についてのについてのについてのについて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うううう。。。。

((((6666)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰによるによるによるによる本県本県本県本県へのへのへのへの影響影響影響影響とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 宮古宮古宮古宮古、、、、八重山八重山八重山八重山ではではではでは、、、、ガソリンのガソリンのガソリンのガソリンの価格価格価格価格がががが沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島にににに比較比較比較比較してしてしてして高高高高いがこうしたいがこうしたいがこうしたいがこうした格差格差格差格差をををを解消解消解消解消すべすべすべすべ
きではないかきではないかきではないかきではないか。。。。これまでにこれまでにこれまでにこれまでに格差解消格差解消格差解消格差解消のためにのためにのためにのために投資投資投資投資されたされたされたされた予算予算予算予算はははは幾幾幾幾らかをらかをらかをらかを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設でででで、、、、埋立予定地埋立予定地埋立予定地埋立予定地のキャンプ・シュワブでのキャンプ・シュワブでのキャンプ・シュワブでのキャンプ・シュワブで発見発見発見発見されたされたされたされた土器土器土器土器、、、、文化財文化財文化財文化財
のののの保護指定保護指定保護指定保護指定についてについてについてについて県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの環境汚染問題環境汚染問題環境汚染問題環境汚染問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市もももも独自独自独自独自のののの調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼しししし、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局とクロスチェックをとクロスチェックをとクロスチェックをとクロスチェックを行行行行ったがったがったがったが沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市はははは現在現在現在現在もももも独自独自独自独自
のののの調査調査調査調査をををを継続継続継続継続しているかをしているかをしているかをしているかを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ キャンプ・キンザーにキャンプ・キンザーにキャンプ・キンザーにキャンプ・キンザーに環境汚染源環境汚染源環境汚染源環境汚染源がががが存在存在存在存在するするするする可能性可能性可能性可能性をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、全面的全面的全面的全面的なななな調査調査調査調査のののの必要性必要性必要性必要性をををを
指摘指摘指摘指摘するするするする米軍文書米軍文書米軍文書米軍文書をををを共同通信社共同通信社共同通信社共同通信社がががが入手入手入手入手したしたしたした問題問題問題問題についてについてについてについて県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ キャンプ・キンザーのキャンプ・キンザーのキャンプ・キンザーのキャンプ・キンザーの環境汚染環境汚染環境汚染環境汚染についてについてについてについて県県県県はははは浦添市浦添市浦添市浦添市とともにとともにとともにとともに独自独自独自独自のののの調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼しししし、、、、クロスクロスクロスクロス
チェックをチェックをチェックをチェックを行行行行うべきではないかをうべきではないかをうべきではないかをうべきではないかを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの跡地跡地跡地跡地をををを利活用利活用利活用利活用していくしていくしていくしていく中中中中でででで環境汚染問題環境汚染問題環境汚染問題環境汚染問題へのへのへのへの対処対処対処対処はははは極極極極めてめてめてめて大事大事大事大事ですですですです。。。。県県県県
はははは、、、、専門家専門家専門家専門家やややや県民県民県民県民・・・・住住住住民民民民をををを含含含含めためためためた米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの環境環境環境環境をチェックできるをチェックできるをチェックできるをチェックできる「「「「第第第第三三三三者者者者機機機機関関関関のののの設設設設置置置置」」」」
をををを設設設設けけけけ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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 大大大大学院学院学院学院大大大大学学学学にににに環境汚染環境汚染環境汚染環境汚染、、、、除除除除染染染染のののの最最最最高高高高技術技術技術技術をををを研究研究研究研究するするするする部門部門部門部門のののの設設設設置置置置をををを求求求求めてはめてはめてはめてはどどどどうかをうかをうかをうかを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地によってによってによってによってベベベベースとキャンプとースとキャンプとースとキャンプとースとキャンプと呼呼呼呼びびびび名名名名がががが違違違違うがうがうがうがそそそそのののの違違違違いはいはいはいは何何何何かをかをかをかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 日日日日米米米米両両両両政政政政府府府府がががが辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを強強強強行行行行したしたしたした場場場場合合合合、、、、県民県民県民県民はははは嘉嘉嘉嘉手手手手納飛納飛納飛納飛行場行場行場行場のののの返還返還返還返還もももも求求求求めめめめ始始始始
めるめるめるめる可能性可能性可能性可能性ははははああああるかをるかをるかをるかを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 知事知事知事知事公約公約公約公約へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((1111)))) 人材人材人材人材（（（（財財財財））））のののの育成育成育成育成・・・・自立自立自立自立経済経済経済経済発発発発展展展展資源資源資源資源のののの創出創出創出創出についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「６６６６次産業次産業次産業次産業化化化化のののの推進推進推進推進とととと観光産業連携観光産業連携観光産業連携観光産業連携によるによるによるによる自立自立自立自立経済経済経済経済のののの発発発発展展展展をををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

((((2222)))) 社会資本社会資本社会資本社会資本・・・・産業産業産業産業基基基基盤盤盤盤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 「「「「南北南北南北南北をををを縦貫縦貫縦貫縦貫するするするする鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道をををを導導導導入入入入しししし、、、、ＬＲＬＲＬＲＬＲＴＴＴＴななななどどどど各各各各地地地地域域域域内内内内のののの循循循循環環環環路線路線路線路線とととと結結結結びびびびつつつつけけけけ、、、、そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ
地地地地域域域域のののの活力活力活力活力のののの原動原動原動原動力力力力となるとなるとなるとなる次世次世次世次世代代代代型型型型交通交通交通交通ネネネネッッッットトトトワークをワークをワークをワークを構築構築構築構築しますしますしますします。。。。」」」」のののの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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい観光観光観光観光リリリリゾゾゾゾーーーートトトト地地地地のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの温暖温暖温暖温暖なななな気候気候気候気候をををを生生生生かしかしかしかし、、、、プロプロプロプロ野野野野球球球球をはをはをはをはじじじじめとするめとするめとするめとする各種各種各種各種ススススポポポポーーーーツツツツのキャンプ・のキャンプ・のキャンプ・のキャンプ・大会大会大会大会をををを
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誘致誘致誘致誘致しししし、、、、アアアアスリースリースリースリートトトトのののの治治治治療療療療・・・・機機機機能回能回能回能回復復復復にににに貢献貢献貢献貢献するスするスするスするスポポポポーーーーツツツツ療養療養療養療養地地地地としてのスとしてのスとしてのスとしてのスポポポポーーーーツアイラツアイラツアイラツアイランンンン
ドドドド沖縄沖縄沖縄沖縄のののの確確確確立立立立をををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

((((4444)))) 産業産業産業産業のののの振興振興振興振興とととと雇雇雇雇用用用用のののの創出創出創出創出・・・・安安安安定定定定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「総合評総合評総合評総合評価価価価ななななどどどどのののの公公公公共共共共工工工工事事事事ののののあああありりりり方方方方をををを改善改善改善改善しししし、、、、参参参参入入入入機機機機会会会会のののの改革改革改革改革にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。」」」」のののの取取取取りりりり
組組組組みみみみ状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例のののの制制制制定定定定にににに向向向向けけけけてててて取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「県内県内県内県内企業優先企業優先企業優先企業優先発発発発注注注注、、、、下請下請下請下請けけけけ企業優先企業優先企業優先企業優先、、、、県県県県産品産品産品産品（（（（資資資資材材材材））））のののの積積積積極的活用極的活用極的活用極的活用をををを図図図図りますりますりますります。。。。」」」」のののの取取取取
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うううう。。。。

((((5555)))) 農林水産業農林水産業農林水産業農林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

ｱｱｱｱ 「「「「水産業水産業水産業水産業ににににおおおおいてはいてはいてはいては沖縄沖縄沖縄沖縄型型型型のつくりのつくりのつくりのつくり育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業のののの確確確確立立立立をををを図図図図りますりますりますります。。。。」」」」のののの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
うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの人材育成及人材育成及人材育成及人材育成及びびびび技術開技術開技術開技術開発等発等発等発等をををを推進推進推進推進しししし、、、、６６６６次産業及次産業及次産業及次産業及びフびフびフびフロンロンロンロンティアティアティアティア型産業型産業型産業型産業なななな
どどどどのののの高高高高付加付加付加付加価価価価値値値値をををを持持持持ったったったった産業産業産業産業のののの育成育成育成育成にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業振興漁業振興漁業振興漁業振興のののの阻害阻害阻害阻害要要要要因因因因となっているとなっているとなっているとなっている米軍米軍米軍米軍のののの制限水域制限水域制限水域制限水域のののの解解解解除除除除をををを国国国国にににに求求求求めますめますめますめます。。。。」」」」のののの
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うううう。。。。

((((6666)))) 地地地地域域域域力力力力のののの向上向上向上向上・・・・暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの向上向上向上向上についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「新新新新たなたなたなたな基基基基金金金金のののの創創創創設設設設によりによりによりにより、、、、自治会自治会自治会自治会やややや老人老人老人老人会会会会、、、、婦人婦人婦人婦人会会会会、、、、青青青青年会年会年会年会、、、、子供子供子供子供会会会会ななななどどどど地地地地域域域域をををを支支支支ええええ
るるるる団体団体団体団体をををを支援支援支援支援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、地地地地域域域域をををを支支支支えるえるえるえる人材人材人材人材をををを育成育成育成育成しますしますしますします。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

((((7777)))) 美美美美らららら島島島島のののの自自自自然然然然環境保全環境保全環境保全環境保全についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県庁庁庁庁にににに環境環境環境環境マネマネマネマネーーーージメジメジメジメンンンントトトトシスシスシスシステムテムテムテム１１１１４００４００４００４００１１１１をををを再導再導再導再導入入入入しますしますしますします。。。。」」」」のののの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
うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「犬猫殺犬猫殺犬猫殺犬猫殺処分処分処分処分ゼゼゼゼロをロをロをロを目目目目指指指指しししし、、、、命命命命がががが尊尊尊尊重重重重されるされるされるされる動物愛動物愛動物愛動物愛護護護護のののの政策政策政策政策にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

((((8888)))) 誇誇誇誇りりりり高高高高ききききウウウウチチチチナナナナーーーー文化文化文化文化のののの普普普普及促進及促進及促進及促進についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「伝統芸伝統芸伝統芸伝統芸能保能保能保能保持持持持者者者者のののの力力力力をををを結集結集結集結集するするするする仕仕仕仕組組組組みをつくりみをつくりみをつくりみをつくり、、、、文化文化文化文化のののの保存保存保存保存・・・・普普普普及及及及・・・・継承継承継承継承、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成をををを
図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞のののの機機機機会会会会をつくるなをつくるなをつくるなをつくるなどどどど新新新新たなたなたなたな活用活用活用活用戦略戦略戦略戦略をををを展開展開展開展開しますしますしますします。。。。」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 医療医療医療医療のののの充実充実充実充実・・・・健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉社会社会社会社会のののの実実実実現現現現についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「母子母子母子母子保保保保健健健健対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、特特特特にににに周産周産周産周産期期期期医療体制医療体制医療体制医療体制をををを強強強強化化化化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、小児医療支援小児医療支援小児医療支援小児医療支援のののの拠点拠点拠点拠点
整備整備整備整備をををを進進進進めめめめ、、、、妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦やややや乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児等保等保等保等保健健健健・・・・医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実にににに努努努努めますめますめますめます。。。。」」」」のののの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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((11110000))))子育子育子育子育て・て・て・て・高高高高齢齢齢齢者者者者施施施施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

ｱｱｱｱ 「「「「待機児童待機児童待機児童待機児童解消解消解消解消にににに向向向向けけけけてててて、、、、市市市市町村町村町村町村とととと連携連携連携連携してしてしてして保保保保育所整備育所整備育所整備育所整備やややや認可認可認可認可外外外外保保保保育施育施育施育施設設設設へのへのへのへの支援支援支援支援をををを
実施実施実施実施しますしますしますします。。。。」」」」のののの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うううう。。。。

4444 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 33330000人学級人学級人学級人学級、、、、少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級へのへのへのへ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うううう。。。。

((((2222)))) 幼幼幼幼・・・・小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校のクーのクーのクーのクーララララーのーのーのーの設設設設置置置置状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、市市市市町村連携町村連携町村連携町村連携によるによるによるによる幼幼幼幼・・・・小小小小・・・・中中中中学校学校学校学校へへへへ
のクーのクーのクーのクーララララーーーー設設設設置置置置をををを推進推進推進推進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を伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県ににににおけおけおけおけるるるる不登校不登校不登校不登校・い・い・い・いじじじじめのめのめのめの実態実態実態実態（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 高高高高校校校校のののの中中中中途退学途退学途退学途退学のののの実態実態実態実態（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 中中中中学学学学・・・・高高高高校卒業後校卒業後校卒業後校卒業後のののの進路未進路未進路未進路未決定決定決定決定率率率率（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 台湾台湾台湾台湾へへへへ中中中中学生学生学生学生のののの修学旅修学旅修学旅修学旅行行行行をををを検討検討検討検討してはしてはしてはしてはどどどどうかうかうかうか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県ににににおけおけおけおけるるるる新新新新生児生児生児生児スクリースクリースクリースクリーニニニニンンンンググググ検検検検査査査査のののの実施実施実施実施状状状状況況況況、、、、実施率実施率実施率実施率をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 引引引引きこもりきこもりきこもりきこもり、、、、ニニニニーーーートトトトのののの推移推移推移推移（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県ににににおけおけおけおけるるるるＨＩＶＨＩＶＨＩＶＨＩＶ感感感感染者染者染者染者、、、、エイズエイズエイズエイズ患患患患者者者者のののの推移推移推移推移（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県ににににおけおけおけおけるるるるＤＤＤＤＶＶＶＶのののの推移推移推移推移（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 本県本県本県本県ににににおけおけおけおけるるるる児童児童児童児童虐虐虐虐待待待待のののの推移推移推移推移（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 子子子子どどどどもシェもシェもシェもシェルタルタルタルターのーのーのーの設設設設置置置置をををを検討検討検討検討すべきすべきすべきすべきだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 保保保保育育育育士士士士処処処処遇遇遇遇のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((8888)))) 県立八重山県立八重山県立八重山県立八重山病病病病院院院院建建建建てかえてかえてかえてかえ工工工工事入事入事入事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対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 全県全県全県全県ＷＷＷＷiiii----ＦＦＦＦiiii    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観光人観光人観光人観光客増客増客増客増加加加加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、全県全県全県全県ＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの早早早早期期期期整備整備整備整備がががが必要必要必要必要不不不不可可可可欠欠欠欠だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、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うううう。。。。

ｲｲｲｲ ＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉのののの利利利利便便便便性性性性向上向上向上向上のためのためのためのため、、、、エエエエリリリリアアアアごごごごとにとにとにとに設定設定設定設定しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない認認認認証証証証をををを統合統合統合統合するべきするべきするべきするべき
だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 観光観光観光観光情報情報情報情報発信手発信手発信手発信手段段段段としてのとしてのとしてのとしての観光観光観光観光客客客客向向向向けけけけのののの広報広報広報広報ポポポポーーーータルタルタルタルササササイトイトイトイトをををを設設設設置置置置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を
伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 観光観光観光観光客客客客のののの動向動向動向動向ななななどどどどををををビビビビッッッッググググデデデデーーーータタタタとしてとしてとしてとして管理管理管理管理・・・・分分分分析析析析しししし、、、、観光観光観光観光客客客客ののののニニニニーーーーズズズズにににに合合合合わせわせわせわせてさらにてさらにてさらにてさらに
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの魅魅魅魅力力力力をををを発信発信発信発信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を伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光客客客客がががが年年年年々増々増々増々増加加加加しているしているしているしている中中中中でででで県県県県道道道道、、、、国国国国道道道道のののの雑草雑草雑草雑草がががが放放放放置置置置されているとされているとされているとされていると言言言言わわわわれてもれてもれてもれても過過過過言言言言でででで
はないはないはないはない。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 土土土土木木木木建建建建築築築築行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 入入入入札札札札不不不不調調調調、、、、不不不不落落落落へのへのへのへの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 業業業業界界界界でのでのでのでの技術技術技術技術者者者者不不不不足足足足のののの原因原因原因原因、、、、課課課課題題題題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 最最最最低低低低制限制限制限制限価格価格価格価格のののの上限上限上限上限撤廃撤廃撤廃撤廃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。。。。
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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04040404    日日日日((((金金金金))))

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 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（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)))) 就任就任就任就任してしてしてして１１１１年年年年、、、、山山山山積積積積するさまするさまするさまするさまざざざざまなまなまなまな県政県政県政県政のののの課課課課題題題題にににに取取取取りりりり組組組組まれたとまれたとまれたとまれたと思思思思うがうがうがうが、、、、このこのこのこの１１１１年年年年をををを振振振振りりりり返返返返っっっっ
てててて知事知事知事知事のののの感感感感想想想想をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事がががが目目目目指指指指すすすす県政県政県政県政はははは順調順調順調順調にににに構築構築構築構築しているかしているかしているかしているか進進進進捗捗捗捗をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事がががが掲掲掲掲げたげたげたげた実施実施実施実施政策政策政策政策のののの実実実実現現現現はははは国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携がががが必要必要必要必要不不不不可可可可欠欠欠欠とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解とととと今今今今後後後後のののの見見見見
通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興予算予算予算予算・・・・一括一括一括一括交交交交付金付金付金付金のののの繰越額繰越額繰越額繰越額及及及及びびびび不不不不用用用用額額額額（（（（県県県県・・・・市市市市町村町村町村町村））））がががが多多多多いとのいとのいとのいとの声声声声ががががああああるがるがるがるが現現現現
状状状状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの移移移移設設設設についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設阻阻阻阻止止止止についてについてについてについて国国国国とととと県県県県がががが対立対立対立対立しししし、、、、そそそそのののの正当正当正当正当性性性性のののの判断判断判断判断はははは司司司司法法法法のののの場場場場にににに移移移移されることされることされることされること
になったになったになったになった。。。。県県県県のののの主張主張主張主張がががが認認認認められるめられるめられるめられる見通見通見通見通しししし、、、、根根根根拠拠拠拠をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、判断判断判断判断のののの時期時期時期時期はいつになるとはいつになるとはいつになるとはいつになると見見見見
ているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 裁判裁判裁判裁判のののの判断判断判断判断がががが下下下下されるされるされるされる間間間間、、、、埋立埋立埋立埋立工工工工事事事事はははは進進進進められるとめられるとめられるとめられる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、、、、県県県県のののの対応対応対応対応・・・・対策対策対策対策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 元元元元米国米国米国米国務務務務長長長長官官官官やややや日日日日米米米米合合合合意意意意時時時時のののの元駐元駐元駐元駐日日日日大大大大使使使使らがらがらがらが相相相相次次次次いでいでいでいで辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設にににに疑疑疑疑問問問問をををを呈呈呈呈
しているしているしているしている中中中中、、、、国内国内国内国内のののの識識識識者者者者からからからから11110000年以年以年以年以上上上上のののの工工工工期期期期のののの間間間間にににに大大大大惨惨惨惨事事事事がががが起起起起きるきるきるきる危険危険危険危険性性性性がががが指摘指摘指摘指摘されされされされ、、、、
さらにさらにさらにさらに県民県民県民県民のののの反反反反対対対対運運運運動動動動がががが高高高高まりまりまりまり、、、、撤去撤去撤去撤去要求要求要求要求がががが嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地までまでまでまで及及及及べべべべばばばば日日日日米米米米安安安安保保保保最最最最大大大大のののの危危危危
機機機機になるとのになるとのになるとのになるとの言言言言及及及及ががががああああったったったった。。。。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)))) 知事知事知事知事ははははああああららららゆゆゆゆるるるる手手手手段段段段をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設はさはさはさはさせせせせないとしているがないとしているがないとしているがないとしているが、、、、国国国国とのとのとのとの対立対立対立対立でででで解決解決解決解決でででで
きるときるときるときると考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 国国国国とのとのとのとの対対対対話話話話継続継続継続継続でででで解決解決解決解決へのへのへのへの道道道道はないのかはないのかはないのかはないのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運運運運用停止用停止用停止用停止についてについてについてについて、、、、県県県県はははは実実実実行行行行にににに向向向向けけけけたたたた具具具具体体体体的的的的なななな工工工工程程程程をををを作作作作成成成成
するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、そそそそのののの効効効効果果果果とととと実実実実現現現現のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 経済経済経済経済・・・・雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県はははは入入入入域観光域観光域観光域観光客客客客数数数数がががが過去過去過去過去最最最最高高高高をををを推移推移推移推移しししし、、、、情報情報情報情報産業産業産業産業やややや国国国国際際際際物物物物流流流流拠点拠点拠点拠点等等等等のののの成成成成長長長長はははは、、、、知事知事知事知事
がががが目目目目指指指指すすすす「「「「アジアアジアアジアアジア経済戦略構経済戦略構経済戦略構経済戦略構想想想想」」」」につながるものとにつながるものとにつながるものとにつながるものと期期期期待待待待するするするする。。。。一一一一方方方方でででで全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして県民県民県民県民
所所所所得得得得やややや正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用率率率率、、、、最最最最低賃低賃低賃低賃金金金金等等等等はははは大大大大変厳変厳変厳変厳しくしくしくしく、、、、子育子育子育子育てててて世世世世代代代代やややや若若若若者者者者がががが安安安安定定定定したしたしたした収収収収入入入入・・・・雇雇雇雇用用用用
をををを確確確確保保保保することはすることはすることはすることは県政県政県政県政のののの最最最最重要重要重要重要なななな課課課課題題題題ででででああああるるるる。。。。県県県県のののの対応対応対応対応（（（（現状現状現状現状・・・・原因原因原因原因・・・・対策対策対策対策））））をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県のののの「「「「労働労働労働労働生産生産生産生産性性性性」」」」はははは、、、、全国全国全国全国平均平均平均平均のののの約約約約７７７７割割割割にとにとにとにとどどどどまりまりまりまり全国全国全国全国最下最下最下最下位位位位、、、、１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの県民県民県民県民所所所所得得得得
のののの全国全国全国全国最下最下最下最下位位位位がががが続続続続くくくく要要要要因因因因ともともともとも言言言言わわわわれているれているれているれている。。。。原因原因原因原因やややや対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、県県県県のののの認認認認識識識識とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。生産生産生産生産性性性性のののの高高高高いいいい製造製造製造製造業業業業のののの振興振興振興振興やややや観光観光観光観光関関関関連産業連産業連産業連産業のののの付加付加付加付加価価価価値値値値をををを高高高高めるめるめるめる等等等等のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ強強強強化化化化
がががが必要必要必要必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かうかうかうか。。。。

((((3333)))) 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「「「「正規正規正規正規雇雇雇雇用化用化用化用化企業企業企業企業応応応応援援援援事事事事業業業業」」」」のののの執行執行執行執行率率率率がががが低低低低いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、現状現状現状現状とととと原因原因原因原因、、、、
対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、周周周周知知知知方方方方法法法法ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 国国国国はははは地地地地方方方方ににににおけおけおけおけるるるる賃賃賃賃上上上上げやげやげやげや働働働働きききき方改革方改革方改革方改革にににに向向向向けけけけてててて、、、、年内年内年内年内にににに地地地地方方方方版版版版政政政政労使労使労使労使会会会会議議議議のののの設設設設置置置置をををを呼呼呼呼
びびびびかかかかけけけけているているているている。。。。本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。

((((5555)))) 環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋連携連携連携連携協協協協定定定定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）のののの大大大大筋筋筋筋合合合合意意意意をををを受受受受けけけけてててて、、、、国国国国はははは「「「「総合総合総合総合的的的的ななななＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ関関関関連連連連政策大政策大政策大政策大綱綱綱綱」」」」をををを
打打打打ちちちち出出出出したしたしたした。。。。しかししかししかししかし、、、、県内県内県内県内のののの生産生産生産生産者者者者やややや関係関係関係関係団体団体団体団体からからからから地地地地域域域域にににに合合合合ったったったった対応対応対応対応やややや具具具具体体体体的的的的なななな対策対策対策対策とととと
なるのかなるのかなるのかなるのか懸念懸念懸念懸念のののの声声声声がががが寄寄寄寄せせせせられているられているられているられている。。。。県内県内県内県内へのへのへのへの影響影響影響影響とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) ままままちちちち・・・・ひひひひと・しと・しと・しと・しごごごごとととと創生創生創生創生法法法法にににに基基基基づづづづくくくく、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県版版版版総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの策定策定策定策定・・・・推進推進推進推進ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。ああああ
わせわせわせわせてててて「「「「地地地地方創生先方創生先方創生先方創生先行行行行型型型型」」」」のののの県内県内県内県内のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ（（（（予算予算予算予算・・・・内容内容内容内容・・・・効効効効果果果果等等等等））））をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療行政行政行政行政についてについてについてについて
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((((1111)))) 妊妊妊妊娠娠娠娠からからからから出産出産出産出産、、、、育児育児育児育児までまでまでまで切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない支援支援支援支援をををを行行行行うううう子育子育子育子育てててて世世世世代代代代包括包括包括包括支援支援支援支援セセセセンンンンタタタタ－－－－（（（（日日日日本本本本版版版版
ネウネウネウネウボボボボララララ））））がががが全国全国全国全国131313138888市市市市区区区区町村町村町村町村でででで設設設設置置置置されているとのことされているとのことされているとのことされているとのこと。。。。県内県内県内県内のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国はははは平平平平成成成成22229999年年年年度度度度までにまでにまでにまでに待機児童待機児童待機児童待機児童ををををゼゼゼゼロにするとしているがロにするとしているがロにするとしているがロにするとしているが、、、、本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうなってうなってうなってうなって
いるかいるかいるかいるか。。。。

((((3333)))) ここここどどどどもももも医療医療医療医療費助費助費助費助成制成制成制成制度度度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。。。。

ｱｱｱｱ 通通通通院院院院分年分年分年分年齢齢齢齢拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて、、、、県県県県はははは市市市市町村町村町村町村のののの意意意意見見見見をををを聴聴聴聴取取取取してしてしてして検討検討検討検討するとしているがするとしているがするとしているがするとしているがどどどどうなっうなっうなっうなっ
ているかているかているかているか。。。。

ｲｲｲｲ 医療機医療機医療機医療機関関関関ごごごごとにとにとにとに月月月月1111000000000000円円円円のののの自自自自己負担己負担己負担己負担金金金金がががが必要必要必要必要なななな市市市市町村町村町村町村ががががあああありりりり、、、、住住住住むむむむ地地地地域域域域でででで格差格差格差格差がががが生生生生じじじじ
ているているているている。。。。全県全県全県全県をををを完完完完全全全全無料無料無料無料化化化化にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。

ｳｳｳｳ 自自自自動動動動償償償償還還還還払払払払いにいにいにいに伴伴伴伴うううう事事事事務務務務経経経経費費費費はははは市市市市町村町村町村町村がががが負担負担負担負担しているがしているがしているがしているが、、、、同同同同制制制制度度度度はははは県県県県とととと市市市市町村町村町村町村でででで負担負担負担負担
すべきものとすべきものとすべきものとすべきものと思思思思うがうがうがうがどどどどうかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、現現現現物物物物給給給給付付付付のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。

((((4444)))) 認可認可認可認可外外外外保保保保育育育育園園園園のののの給食費拡給食費拡給食費拡給食費拡充充充充についてについてについてについて、、、、県県県県はははは実態実態実態実態調査調査調査調査のののの結結結結果果果果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて検討検討検討検討するとしていするとしていするとしていするとしてい
るがるがるがるが取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。

((((5555)))) 介介介介護護護護老人福祉施老人福祉施老人福祉施老人福祉施設設設設のののの整備整備整備整備・・・・拡拡拡拡充充充充はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題ででででああああるるるる。。。。待機待機待機待機者者者者のののの推移推移推移推移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
うううう。。。。ああああわせわせわせわせてててて盲盲盲盲老人老人老人老人ホホホホ－－－－ムムムムのののの設設設設置置置置ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。

((((6666)))) 高高高高齢齢齢齢者者者者のののの孤孤孤孤立立立立死死死死のののの防止防止防止防止はははは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、本県本県本県本県のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 2222000012121212年年年年にににに462462462462万万万万人人人人だだだだったったったった認知認知認知認知症症症症高高高高齢齢齢齢者者者者数数数数はははは、、、、2222000025252525年年年年にはにはにはには約約約約777700000000万万万万人人人人にににに達達達達するとするとするとすると想想想想定定定定されされされされ
ているているているている。。。。本県本県本県本県のののの認知認知認知認知症症症症のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策・・・・効効効効果果果果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 県立県立県立県立北北北北部部部部・・・・宮古宮古宮古宮古・・・・八重山八重山八重山八重山病病病病院院院院はははは離離離離島島島島やややや僻僻僻僻地地地地医療医療医療医療をををを支支支支えるえるえるえる地地地地域域域域になくてはならないになくてはならないになくてはならないになくてはならない中中中中核病核病核病核病
院院院院ででででああああるるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、医医医医師師師師やややや看看看看護護護護師師師師のののの確確確確保保保保はははは大大大大変厳変厳変厳変厳しくしくしくしく、、、、必要必要必要必要とするとするとするとする機機機機器器器器もももも十十十十分分分分ではないとではないとではないとではないと
考考考考えるえるえるえる。。。。安安安安定定定定したしたしたした医療医療医療医療をををを提提提提供供供供するためするためするためするため支援体制強支援体制強支援体制強支援体制強化化化化がががが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 県内県内県内県内のののの急急急急性期性期性期性期病病病病院院院院ののののほほほほととととんんんんどどどどがががが７７７７対対対対１１１１看看看看護護護護のののの体制体制体制体制ででででああああるがるがるがるが、、、、県立県立県立県立北北北北部部部部・・・・宮古宮古宮古宮古・・・・八重山八重山八重山八重山病病病病院院院院
はいまはいまはいまはいまだだだだ実実実実現現現現していないしていないしていないしていない。。。。診診診診療療療療報酬報酬報酬報酬のののの改改改改定定定定やややや要要要要件件件件のののの厳厳厳厳格化格化格化格化ななななどどどど乗乗乗乗りりりり越越越越えなくてはならないえなくてはならないえなくてはならないえなくてはならない
ハハハハ－－－－ドドドドルルルルははははああああるがるがるがるが、、、、手手手手厚厚厚厚いいいい看看看看護護護護によるによるによるによる良良良良質質質質なななな医療医療医療医療をををを提提提提供供供供することはすることはすることはすることは、、、、結結結結果果果果的的的的にににに経経経経営営営営のののの安安安安定定定定
にににに結結結結びびびびつくとつくとつくとつくと考考考考えるえるえるえる。。。。このままではこのままではこのままではこのままでは優優優優秀秀秀秀なななな看看看看護護護護師師師師のののの確確確確保保保保・・・・流流流流出出出出もももも懸念懸念懸念懸念されされされされ、、、、早急早急早急早急なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ
がががが必要必要必要必要ででででああああるるるる。。。。またまたまたまた、、、、北北北北部部部部病病病病院院院院のののの周産周産周産周産期期期期医療医療医療医療のののの開開開開設設設設はははは北北北北部部部部医療医療医療医療圏圏圏圏（（（（過疎過疎過疎過疎地地地地域型域型域型域型二二二二次医療次医療次医療次医療
圏圏圏圏））））にとってにとってにとってにとって大大大大変変変変重要重要重要重要でででであああありりりり、、、、ああああわせわせわせわせてててて対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((11110000))))離離離離島島島島・・・・僻僻僻僻地地地地ににににおけおけおけおけるるるる「「「「ががががんんんん・・・・難病患難病患難病患難病患者者者者」」」」へのへのへのへの渡航費渡航費渡航費渡航費・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊支援支援支援支援をををを検討検討検討検討できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺うううう。。。。地地地地元元元元
のののの市市市市町村町村町村町村でででで単単単単独独独独支援支援支援支援をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、財政財政財政財政にににに限限限限りがりがりがりがあああありりりり、、、、回回回回数数数数をををを限限限限定定定定してしてしてして利用利用利用利用しているとのこしているとのこしているとのこしているとのこ
とととと。。。。県県県県はははは「「「「離離離離島島島島住住住住民民民民ココココスススストトトト負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減事事事事業業業業」」」」でででで図図図図れるとしているがれるとしているがれるとしているがれるとしているが、、、、長期間長期間長期間長期間のののの治治治治療療療療でででで何何何何度度度度もももも病病病病
院院院院にににに通通通通わわわわななななけけけけれれれればばばばならないならないならないならない患患患患者者者者とととと家家家家族族族族のののの負担負担負担負担はははは大大大大きくきくきくきく支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。またまたまたまた、、、、県県県県はははは県県県県
内内内内ホホホホテテテテルルルル組組組組合合合合とととと協協協協定定定定をををを結結結結びびびび宿泊宿泊宿泊宿泊支援支援支援支援をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、医療機医療機医療機医療機関関関関にににに近近近近いいいい宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設（（（（アアアアパパパパ－－－－
トトトト等等等等））））もももも補助補助補助補助対対対対象象象象にできないかにできないかにできないかにできないか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県がまとめたがまとめたがまとめたがまとめた教育教育教育教育大大大大綱綱綱綱についてについてについてについて、、、、子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策のののの推進推進推進推進をををを明記明記明記明記したとしたとしたとしたとああああるがるがるがるが、、、、具具具具体体体体的的的的なななな
内容内容内容内容・・・・取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇那覇那覇那覇市市市市にににに特特特特別別別別支援学校支援学校支援学校支援学校をををを設設設設置置置置することはすることはすることはすることは大大大大変変変変重要重要重要重要とととと考考考考えるがえるがえるがえ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。。。。

((((3333)))) 給給給給付型付型付型付型奨奨奨奨学金学金学金学金のののの創創創創設時期設時期設時期設時期やややや内容内容内容内容についてについてについてについて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。。。。

6666 防防防防災災災災・・・・減災減災減災減災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)))) 本年本年本年本年はははは大大大大型型型型でででで非常非常非常非常にににに強強強強いいいい台台台台風風風風がががが連連連連続続続続してしてしてして発発発発生生生生しししし、、、、各各各各地地地地でででで甚甚甚甚大大大大なななな被被被被害害害害をををを受受受受けけけけたたたた。。。。国国国国がががが支援支援支援支援
するするするする災災災災害害害害救助救助救助救助法法法法やややや被災被災被災被災者者者者生生生生活活活活支援支援支援支援法法法法にににに適適適適用用用用しないしないしないしない被災被災被災被災者者者者へのへのへのへの対応対応対応対応ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。
支援支援支援支援がががが遅遅遅遅いとのいとのいとのいとの声声声声ももももああああるがるがるがるがどどどどうかうかうかうか。。。。

((((2222)))) 災災災災害害害害救助救助救助救助法法法法やややや被災被災被災被災者者者者生生生生活活活活支援支援支援支援法法法法のののの適適適適用用用用条条条条件件件件にににに満満満満たないたないたないたない場場場場合合合合のののの支援制支援制支援制支援制度度度度のののの構築構築構築構築がががが必要必要必要必要
とととと考考考考えるがえるがえるがえるが対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 災災災災害害害害時時時時、、、、地地地地域域域域ににににおけおけおけおけるるるる自自自自主主主主防防防防災災災災組組組組織織織織はははは重要重要重要重要でででであああありりりり、、、、県内県内県内県内のののの組組組組織織織織づづづづくりくりくりくり及及及及びびびび防防防防災災災災リリリリ－－－－ダダダダ－－－－
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、、、、現状現状現状現状とととと対策対策対策対策ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県管理管理管理管理のののの橋梁橋梁橋梁橋梁のののの老老老老朽朽朽朽化対策化対策化対策化対策についてについてについてについて現状現状現状現状とととと対策対策対策対策ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっている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04040404    日日日日((((金金金金))))

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 15151515分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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のしのしのしの「「「「効力停止効力停止効力停止効力停止」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 翁翁翁翁長長長長雄志雄志雄志雄志知事知事知事知事がががが辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認をををを「「「「法的法的法的法的にににに瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵あああありりりり」」」」としてとしてとしてとして取取取取りりりり消消消消しましたしましたしましたしました。。。。しかししかししかししかし防衛防衛防衛防衛
局局局局はははは、、、、行政行政行政行政不不不不服審服審服審服審査査査査制制制制度度度度をををを乱乱乱乱用用用用してしてしてして「「「「私私私私人人人人」」」」としてとしてとしてとして執行停止執行停止執行停止執行停止をををを申申申申請請請請しししし、、、、公公公公正正正正なななな裁判裁判裁判裁判をををを担担担担
保保保保するするするする大大大大原原原原則則則則にににに背背背背いていていていて同同同同じじじじ内内内内閣閣閣閣のののの国交国交国交国交省省省省がががが審審審審査査査査しししし、、、、知事知事知事知事のののの取取取取りりりり消消消消しししし決定決定決定決定をををを「「「「執行停止執行停止執行停止執行停止」」」」
したことはしたことはしたことはしたことは、、、、違法行違法行違法行違法行為為為為以以以以外外外外のののの何何何何ものでもものでもものでもものでもあああありまりまりまりませんせんせんせん。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ そそそそももももそそそそもももも行政行政行政行政不不不不服審服審服審服審査法査法査法査法はははは、、、、行政行政行政行政庁庁庁庁のののの違法違法違法違法やややや不不不不当当当当なななな処分処分処分処分にににに対対対対してしてしてして「「「「国民国民国民国民のののの権権権権利利利利利利利利益益益益のののの
救救救救済済済済をををを図図図図るるるる」」」」のがのがのがのが目目目目的的的的ですですですです。。。。国自国自国自国自体体体体がががが申申申申しししし立立立立てをすることをてをすることをてをすることをてをすることを想想想想定定定定しているものではしているものではしているものではしているものではあああありまりまりまりま
せんせんせんせん。。。。行政行政行政行政不不不不服審服審服審服審査法査法査法査法をををを乱乱乱乱用用用用するするするする政政政政府府府府のののの本本本本当当当当のののの狙狙狙狙いはいはいはいは、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの「「「「取取取取りりりり消消消消しししし処分処分処分処分」」」」をををを
「「「「執行停止執行停止執行停止執行停止」」」」にしにしにしにし、、、、「「「「裁裁裁裁決決決決」」」」をををを延々延々延々延々とととと先先先先延延延延ばばばばしすることでしすることでしすることでしすることで工工工工事事事事をををを続行続行続行続行ささささせせせせ、、、、新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設作作作作業業業業
をををを進進進進めることにめることにめることにめることにあああありますりますりますります。。。。県民県民県民県民のののの８８８８割割割割がががが知事知事知事知事のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを支持支持支持支持しているのにしているのにしているのにしているのに工工工工事事事事をををを強強強強行行行行すすすす
るのはるのはるのはるのは、、、、法治国家法治国家法治国家法治国家ににににああああるまるまるまるまじじじじきききき民民民民主主義主主義主主義主主義をををを破壊破壊破壊破壊するするするする行行行行為為為為ではではではではあああありまりまりまりませんせんせんせんかかかか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
をををを問問問問いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが「「「「私私私私人人人人」」」」としてとしてとしてとして、、、、審審審審査査査査請請請請求求求求とととと執行停止執行停止執行停止執行停止をををを申申申申しししし立立立立てるてるてるてる一一一一方方方方でででで、、、、代執行手続代執行手続代執行手続代執行手続でででで
はははは「「「「国国国国」」」」としてとしてとしてとして使使使使いいいい分分分分けけけけているているているている整合整合整合整合性性性性ななななどどどどをををを問問問問うううう公開公開公開公開質問状質問状質問状質問状をををを、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは石井石井石井石井啓一啓一啓一啓一国国国国
土交通土交通土交通土交通相相相相にににに送送送送付付付付しましたしましたしましたしました。。。。国交国交国交国交省省省省のののの回答回答回答回答についてのについてのについてのについての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いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ ことしことしことしことし３３３３月月月月、、、、国国国国がががが投入投入投入投入したしたしたした巨巨巨巨大大大大ブロックがサンブロックがサンブロックがサンブロックがサンゴゴゴゴ礁礁礁礁をををを破壊破壊破壊破壊しているしているしているしている問題問題問題問題でででで、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは沖沖沖沖
縄防衛局縄防衛局縄防衛局縄防衛局にににに対対対対してしてしてして「「「「作作作作業業業業停止停止停止停止」」」」をををを指指指指示示示示しましたしましたしましたしました。。。。翌翌翌翌日日日日、、、、政政政政府府府府はははは行政行政行政行政不不不不服審服審服審服審査法査法査法査法をををを用用用用いいいい
てててて、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局がががが農水農水農水農水省省省省にににに「「「「審審審審査査査査請請請請求求求求」」」」とととと「「「「執行停止執行停止執行停止執行停止」」」」をををを申申申申しししし立立立立てましたてましたてましたてました。。。。８８８８カカカカ月月月月がががが経経経経過過過過したしたしたした
がががが、、、、審審審審査査査査請請請請求求求求にににに基基基基づづづづくくくく「「「「裁裁裁裁決決決決」」」」はははは行行行行わわわわれましたかれましたかれましたかれましたか。。。。

((((2222)))) 政政政政府府府府はははは、、、、行政行政行政行政不不不不服審服審服審服審査法査法査法査法でででで知事知事知事知事のののの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効力効力効力効力をををを停止停止停止停止ささささせせせせながらながらながらながら、、、、代執行手続代執行手続代執行手続代執行手続もももも
始始始始めていますめていますめていますめています。。。。地地地地方方方方自治法自治法自治法自治法でででで定定定定めるめるめるめる代執行手続代執行手続代執行手続代執行手続とはとはとはとは「「「「他他他他のののの手手手手段段段段でででで是是是是正正正正をををを図図図図ることがることがることがることが困難困難困難困難」」」」
なななな場場場場合合合合にににに限限限限りりりり認認認認められるものですめられるものですめられるものですめられるものです。。。。代執行手続代執行手続代執行手続代執行手続のののの要要要要件件件件すらすらすらすら満満満満たしていないたしていないたしていないたしていない、、、、政政政政府府府府のののの身勝身勝身勝身勝
手手手手なななな手法手法手法手法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問問問問いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 文化財文化財文化財文化財遺遺遺遺跡跡跡跡についてについてについてについて
　名護市辺野古　名護市辺野古　名護市辺野古　名護市辺野古のののの新基地建設予定地新基地建設予定地新基地建設予定地新基地建設予定地のののの米軍米軍米軍米軍キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブ内内内内のののの浜浜浜浜辺辺辺辺からからからから「「「「碇碇碇碇石石石石」」」」にににに続続続続
いていていていて、、、、土器土器土器土器やややや石器石器石器石器がががが発見発見発見発見されましたされましたされましたされました。。。。県県県県はははは、、、、文化財保護法文化財保護法文化財保護法文化財保護法にににに基基基基づづづづいていていていて文化財認定文化財認定文化財認定文化財認定をををを行行行行っっっっ
たたたた。。。。遺遺遺遺跡認定跡認定跡認定跡認定をををを進進進進めめめめ、、、、保全保護保全保護保全保護保全保護をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 岩岩岩岩礁破礁破礁破礁破砕砕砕砕についてについてについてについて
　沖縄防衛局　沖縄防衛局　沖縄防衛局　沖縄防衛局はははは、、、、辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立工工工工事事事事でででで汚汚汚汚濁濁濁濁防止防止防止防止膜膜膜膜をををを固固固固定定定定するためにするためにするためにするためにトトトトンブロックをンブロックをンブロックをンブロックを海海海海中中中中にににに
投投投投下下下下するするするする計画計画計画計画ですですですです。。。。サンサンサンサンゴゴゴゴ礁礁礁礁やややや自自自自然然然然環境環境環境環境をををを壊壊壊壊すすすすトトトトンブロックンブロックンブロックンブロック投投投投下下下下はははは認認認認められまめられまめられまめられませんせんせんせん。。。。知事知事知事知事
のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの無無無無条条条条件件件件閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖撤去撤去撤去撤去についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは、、、、戦後住戦後住戦後住戦後住民民民民をををを収収収収容容容容所所所所にににに囲囲囲囲いいいい込込込込んんんんでででで、、、、ハハハハーーーーググググ陸陸陸陸戦戦戦戦法法法法規規規規にににに反反反反してしてしてして住住住住民民民民かかかか
らららら土地土地土地土地をををを奪奪奪奪いいいい取取取取ってつくられたってつくられたってつくられたってつくられた基地基地基地基地ですですですです。。。。11119999年間普天間基地年間普天間基地年間普天間基地年間普天間基地がががが動動動動いていないのはいていないのはいていないのはいていないのは、、、、県県県県
内内内内移移移移設設設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だだだだからですからですからですからです。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは無無無無条条条条件件件件でででで「「「「閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖、、、、撤去撤去撤去撤去」」」」してこしてこしてこしてこそそそそ、、、、「「「「世世世世界界界界
一危険一危険一危険一危険なななな基地基地基地基地」」」」をををを解消解消解消解消できるのですできるのですできるのですできるのです。。。。政政政政府府府府はははは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの無無無無条条条条件件件件閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去のののの対米交対米交対米交対米交
渉渉渉渉をををを行行行行うべきですうべきですうべきですうべきです。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 政政政政府府府府はははは、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地ができなができなができなができなけけけけれれれればばばば普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地がががが固固固固定化定化定化定化されるとされるとされるとされると県民県民県民県民をををを脅脅脅脅しているしているしているしている
がががが、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地がつくられるとがつくられるとがつくられるとがつくられると、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地からからからからわわわわずずずずかかかか44440000キロキロキロキロメメメメーーーートトトトルルルルのののの同同同同じじじじ沖縄沖縄沖縄沖縄にににに耐耐耐耐
用年用年用年用年数数数数222200000000年年年年のののの最最最最新新新新鋭鋭鋭鋭のののの巨巨巨巨大基地大基地大基地大基地がががが固固固固定化定化定化定化されることになるのではされることになるのではされることになるのではされることになるのではあああありまりまりまりませんせんせんせんかかかか。。。。

ｳｳｳｳ これまでこれまでこれまでこれまで、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの米本国米本国米本国米本国へのへのへのへの統合統合統合統合、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去のののの機機機機会会会会がががが３３３３回回回回あああありましたりましたりましたりました。。。。１１１１回回回回目目目目はははは
1111999977770000年代年代年代年代、、、、復復復復帰帰帰帰運運運運動動動動がががが高高高高まったときですまったときですまったときですまったときです。。。。２２２２回回回回目目目目がががが、、、、1111999999995555年年年年のののの米米米米兵兵兵兵によるによるによるによる少少少少女暴女暴女暴女暴行事行事行事行事件件件件
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民県民県民県民のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるめるめるめる怒怒怒怒りがりがりがりが爆爆爆爆発発発発したときですしたときですしたときですしたときです。。。。いいいいずずずずれもれもれもれも、、、、このままこのままこのままこのまま
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ではではではでは全米軍基地全米軍基地全米軍基地全米軍基地のののの撤去運撤去運撤去運撤去運動動動動につながるとにつながるとにつながるとにつながると恐恐恐恐れたれたれたれた米国米国米国米国側側側側がががが普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの本国本国本国本国へのへのへのへの統統統統
合合合合、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をををを模索模索模索模索したがしたがしたがしたが、、、、そそそそれをれをれをれを日日日日本政本政本政本政府府府府がががが引引引引きとめていたということがきとめていたということがきとめていたということがきとめていたということが、、、、オオオオースースースーストラトラトラトラリリリリアアアアのののの
公公公公文書文書文書文書でででで当当当当時時時時ののののモモモモンンンンデデデデーーーールルルル駐駐駐駐日日日日米国大米国大米国大米国大使使使使のののの回回回回顧録顧録顧録顧録でででで明明明明らかにしていますらかにしていますらかにしていますらかにしています。。。。最最最最近近近近はははは、、、、テテテテ
ニアニアニアニアンにンにンにンに移移移移設設設設しようとしていたしようとしていたしようとしていたしようとしていた事事事事実実実実もももも、、、、公開公開公開公開されたされたされたされた公公公公文書文書文書文書からからからから明明明明らかになっていますらかになっていますらかになっていますらかになっています。。。。知知知知
事事事事のののの見解見解見解見解をををを問問問問いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ ３３３３回回回回目目目目がががが、、、、2222000012121212年年年年からのからのからのからの大大大大きなきなきなきな県民県民県民県民運運運運動動動動ですですですです。。。。2222000013131313年年年年１１１１月月月月22228888日日日日のののの「「「「建建建建白白白白書書書書」」」」のののの提提提提出出出出直直直直後後後後
のののの防衛防衛防衛防衛省省省省のののの内部文書内部文書内部文書内部文書「「「「米国米国米国米国のののの安安安安全保全保全保全保障障障障政策政策政策政策／／／／日日日日米同米同米同米同盟盟盟盟」」」」にはにはにはには、、、、「「「「普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行場行場行場行場移移移移設設設設及及及及
びびびびオオオオスプスプスプスプレレレレイイイイのののの沖縄沖縄沖縄沖縄配配配配備備備備ともにともにともにともに依依依依然然然然としてとしてとしてとして沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県からからからから理理理理解解解解をををを得得得得られていないられていないられていないられていない。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの負負負負
担担担担感感感感はははは極極極極めてめてめてめて強強強強くくくく、、、、万万万万がががが一一一一のののの事事事事故故故故のののの際際際際にはにはにはには全基地全基地全基地全基地撤去運撤去運撤去運撤去運動動動動にににに繋繋繋繋がりかがりかがりかがりかねねねねないないないない状状状状況況況況」」」」とととと
書書書書かれてかれてかれてかれておおおおりりりり、、、、政政政政府府府府はははは強強強強いいいい危危危危機機機機意識意識意識意識をををを持持持持っていましたっていましたっていましたっていました。。。。そそそそのときのときのときのとき、、、、当当当当時時時時のののの仲仲仲仲井井井井眞眞眞眞知事知事知事知事がががが
埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認しなしなしなしなけけけけれれれればばばば、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの本国本国本国本国へのへのへのへの統合統合統合統合、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去へとへとへとへと大大大大きなきなきなきな展展展展望望望望がががが
切切切切りりりり開開開開かれていたことでしかれていたことでしかれていたことでしかれていたことでしょょょょうううう。。。。そそそそのののの機機機機会会会会をををを、、、、日日日日本政本政本政本政府府府府とととと仲仲仲仲井井井井眞眞眞眞知事知事知事知事がつがつがつがつぶぶぶぶしたのではなしたのではなしたのではなしたのではな
いかとのいかとのいかとのいかとの指摘指摘指摘指摘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いますいますいますいます。。。。

ｵｵｵｵ 米米米米海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊がががが沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに絶絶絶絶対対対対にいなにいなにいなにいなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない理理理理由由由由はははは何何何何ももももあああありまりまりまりませんせんせんせん。。。。辺辺辺辺
野古新基地建設野古新基地建設野古新基地建設野古新基地建設をををを断念断念断念断念ささささせせせせることはることはることはることは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの無無無無条条条条件件件件閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去のののの展展展展望望望望をををを大大大大きくきくきくきく切切切切
りりりり開開開開くものでくものでくものでくものであああありますりますりますります。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問いますいますいますいます。。。。

((((6666))))     島島島島ぐぐぐぐるみるみるみるみ会会会会議議議議のののの訪訪訪訪米米米米についてについてについてについて
　島　島　島　島ぐぐぐぐるみるみるみるみ会会会会議議議議のののの訪訪訪訪米米米米にはにはにはには、、、、日日日日本共本共本共本共産産産産党党党党県県県県議議議議団団団団からはからはからはからは渡渡渡渡久久久久地地地地修修修修幹幹幹幹事長事長事長事長がががが参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。
今今今今回回回回のののの訪訪訪訪米米米米ではではではでは、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民団体団体団体団体ややややババババークークークークレレレレイイイイ市市市市議議議議会会会会議議議議員員員員、、、、サンサンサンサンフラフラフラフランシスンシスンシスンシスココココ市市市市議議議議会会会会議議議議員員員員
らかららかららかららから沖縄沖縄沖縄沖縄とととと連連連連帯帯帯帯してしてしてして闘闘闘闘うことがうことがうことがうことが表表表表明明明明されたされたされたされたほほほほかかかか、、、、アジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋系系系系アメアメアメアメリカリカリカリカ人人人人労働労働労働労働組組組組合合合合（（（（ＡＡＡＡＰＰＰＰ
ＡＡＡＡＬＬＬＬＡＡＡＡ））））はははは沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの支援支援支援支援決決決決議議議議をををを採択採択採択採択していますしていますしていますしています。。。。そそそそのののの決決決決議議議議ではではではでは、、、、①①①①米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地拡張拡張拡張拡張にににに反反反反対対対対
するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人々々々々とととと連連連連帯帯帯帯するするするする、、、、②②②②オバオバオバオバママママ大大大大統統統統領領領領やややや米米米米連連連連邦邦邦邦議議議議会会会会のののの有有有有力力力力議議議議員員員員らにらにらにらに書書書書簡簡簡簡でででで沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地拡張拡張拡張拡張をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる我我我我々々々々のののの反反反反対対対対をををを伝伝伝伝えるえるえるえる、、、、③③③③全米全米全米全米のののの労働労働労働労働組組組組合合合合のののの幹幹幹幹部部部部らにらにらにらに沖縄軍事沖縄軍事沖縄軍事沖縄軍事
拡張拡張拡張拡張のののの計画計画計画計画反反反反対対対対をををを支援支援支援支援するようにするようにするようにするように伝伝伝伝えるなえるなえるなえるなどどどどのののの協協協協力内容力内容力内容力内容をををを明記明記明記明記していましたしていましたしていましたしていました。。。。そそそそしてしてしてして、、、、ワシワシワシワシ
ンンンントトトトンではンではンではンでは、、、、1251251251250000万万万万人人人人をををを擁擁擁擁するするするする米国米国米国米国最最最最大大大大のののの労働労働労働労働組組組組合合合合（（（（米米米米労働労働労働労働総総総総同同同同盟盟盟盟産産産産別別別別会会会会議議議議ＡＡＡＡＦＦＦＦＬＬＬＬ－－－－ＣＣＣＣＩＩＩＩ
ＯＯＯＯ））））のののの国国国国際際際際部長部長部長部長とととと会会会会談談談談しししし、、、、「「「「平平平平和和和和へのへのへのへの闘闘闘闘いをいをいをいを広広広広めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい」」」」とのとのとのとの協協協協力力力力表表表表明明明明ががががああああったとのったとのったとのったとの報報報報
告告告告をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。渡渡渡渡久久久久地地地地議議議議員員員員はははは、、、、「「「「６６６６月月月月のののの知事知事知事知事訪訪訪訪米米米米がががが、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はははは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
とととと伝伝伝伝えたえたえたえた、、、、日日日日米米米米両両両両政政政政府府府府へのスへのスへのスへのストトトトレレレレーーーートトトトパパパパンチならンチならンチならンチなら、、、、今今今今回回回回のののの訪訪訪訪米米米米はははは、、、、強強強強烈烈烈烈ななななボデボデボデボディィィィーブローとーブローとーブローとーブローと
してしてしてして今今今今後後後後ジジジジワリワリワリワリジジジジワリとワリとワリとワリと日日日日米米米米両両両両政政政政府府府府をををを追追追追いいいい詰詰詰詰めるめるめるめる大大大大きなきなきなきな力力力力になるになるになるになるだだだだろろろろうううう」」」」とととと報報報報告告告告していまししていまししていまししていまし
たたたた。。。。このこのこのこの成成成成果果果果についてのについてのについてのについての知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの建設建設建設建設工工工工事事事事でででで、、、、政政政政府府府府にににに環境環境環境環境安安安安全対策全対策全対策全対策のののの指指指指導導導導助助助助言言言言をををを行行行行うううう目目目目的的的的でででで防衛局防衛局防衛局防衛局にににに設設設設置置置置されされされされ
たたた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委員委員委員委員１１１１３３３３人人人人中中中中４４４４人人人人がががが、、、、受受受受注業注業注業注業者者者者からからからから1313131300000000万円万円万円万円のののの寄寄寄寄附附附附やややや報酬報酬報酬報酬をををを受受受受けけけけ
取取取取っていたことがっていたことがっていたことがっていたことが明明明明らかになっていますらかになっていますらかになっていますらかになっています。。。。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公公公公正正正正性性性性、、、、中立性中立性中立性中立性、、、、透透透透明明明明性性性性
がががが担担担担保保保保されているとはされているとはされているとはされているとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。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いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 政政政政府府府府はははは、、、、名護市名護市名護市名護市久久久久辺辺辺辺３３３３区区区区にににに対対対対しししし、、、、新基地新基地新基地新基地にににに反反反反対対対対するするするする名護市名護市名護市名護市のののの頭頭頭頭越越越越しにしにしにしに補助補助補助補助金金金金をををを交交交交付付付付しよしよしよしよ
うとしていますうとしていますうとしていますうとしています。。。。新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設をををを強強強強行行行行するためにするためにするためにするために法的法的法的法的根根根根拠拠拠拠のないのないのないのない交交交交付金付金付金付金をををを直接直接直接直接投入投入投入投入しししし県民県民県民県民
をををを分分分分断断断断することはすることはすることはすることは、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治のののの破壊破壊破壊破壊ですですですです。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問いますいますいますいます。。。。

((((9999)))) キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブゲゲゲゲーーーートトトト前前前前のののの抗抗抗抗議議議議行行行行動動動動へのへのへのへの警警警警備備備備活活活活動動動動にににに、、、、警視警視警視警視庁庁庁庁のののの機動機動機動機動隊百隊百隊百隊百数数数数十十十十人人人人がががが投投投投
入入入入されていますされていますされていますされています。。。。県民県民県民県民がががが何何何何度度度度もももも選選選選挙挙挙挙でででで「「「「辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設反反反反対対対対」」」」のののの民民民民意意意意をををを示示示示してもしてもしてもしても、、、、翁翁翁翁長長長長
知事知事知事知事がががが法法法法にににに基基基基づづづづいていていていて埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを「「「「取取取取りりりり消消消消しししし」」」」してもしてもしてもしても、、、、政政政政府府府府はははは問答問答問答問答無無無無用用用用でででで作作作作業業業業をををを強強強強行行行行していしていしていしてい
ますますますます。。。。ややややむむむむにやまれにやまれにやまれにやまれぬぬぬぬ思思思思いでいでいでいで意思意思意思意思表表表表示示示示をしているをしているをしているをしている県民県民県民県民にににに対対対対してしてしてして、、、、独独独独裁裁裁裁的的的的にににに民民民民主主義主主義主主義主主義をををを力力力力
ででででねねねねじじじじ伏伏伏伏せせせせるようなるようなるようなるような、、、、県民県民県民県民弾圧弾圧弾圧弾圧ともともともとも言言言言えるえるえるえる過過過過剰警剰警剰警剰警備備備備はははは許許許許されまされまされまされませんせんせんせん。。。。翁翁翁翁長県知事長県知事長県知事長県知事のののの見解見解見解見解をををを
問問問問いますいますいますいます。。。。

2222 米軍米軍米軍米軍伊江伊江伊江伊江島島島島補助補助補助補助飛飛飛飛行場行場行場行場でででで、、、、米米米米空空空空軍軍軍軍特特特特殊殊殊殊作作作作戦機戦機戦機戦機ＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイとととと米米米米海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ＦＦＦＦ35353535ＢＢＢＢスススステテテテルルルルスススス戦戦戦戦
闘闘闘闘機機機機のののの訓練訓練訓練訓練をををを行行行行うためうためうためうため、、、、米軍米軍米軍米軍がががが新新新新たにたにたにたに駐駐駐駐機機機機場建設場建設場建設場建設をををを進進進進めめめめ、、、、２２２２倍倍倍倍以以以以上上上上にににに拡張拡張拡張拡張されることがされることがされることがされることが明明明明らららら
かになりましたかになりましたかになりましたかになりました。。。。ＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222はははは2222000011119999年以年以年以年以降降降降米米米米空空空空軍軍軍軍横田横田横田横田基地基地基地基地にににに11110000機機機機、、、、ＦＦＦＦ35353535ＢＢＢＢスススステテテテルルルルスススス戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機はははは
2222000017171717年年年年にににに米米米米海兵隊岩海兵隊岩海兵隊岩海兵隊岩国基地国基地国基地国基地にににに16161616機機機機配配配配備備備備しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに飛飛飛飛来来来来するするするする計画計画計画計画ですですですです。。。。政政政政府府府府はははは「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの負担負担負担負担
軽減軽減軽減軽減」」」」をををを図図図図るといっているがるといっているがるといっているがるといっているが、、、、基地基地基地基地機機機機能能能能のののの大大大大幅幅幅幅増増増増強強強強ではないですかではないですかではないですかではないですか。。。。

((((1111)))) 駐駐駐駐機機機機場場場場拡張拡張拡張拡張計画計画計画計画のののの中止中止中止中止をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて、、、、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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 米軍米軍米軍米軍やややや防衛局防衛局防衛局防衛局ににににそそそそのののの詳細詳細詳細詳細をををを明明明明らかにするようらかにするようらかにするようらかにするよう求求求求めることめることめることめること。。。。

3333 高高高高江江江江ヘヘヘヘリリリリパパパパッッッッドドドド建設建設建設建設についてについてについてについて
　　　　北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場ののののオオオオスプスプスプスプレレレレイイイイががががヤヤヤヤンンンンババババルルルルのののの森森森森、、、、高高高高江江江江集集集集落落落落のののの上上上上空空空空でででで激激激激しいしいしいしい旋旋旋旋回回回回訓練訓練訓練訓練をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、
騒音騒音騒音騒音やややや低低低低周周周周波音波音波音波音、、、、墜墜墜墜落落落落のののの恐怖恐怖恐怖恐怖にににに住住住住民民民民生生生生活活活活がががが脅脅脅脅かされていますかされていますかされていますかされています。。。。オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイのののの飛飛飛飛行行行行禁禁禁禁止止止止をををを求求求求
めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場のののの無無無無条条条条件件件件返還返還返還返還とととと工工工工事事事事のののの中止中止中止中止をををを要求要求要求要求することについてすることについてすることについてすることについて問問問問いますいますいますいます。。。。

4444 環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋連携連携連携連携協協協協定定定定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）についてについてについてについて
安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権がががが国民国民国民国民にににに秘密秘密秘密秘密交交交交渉渉渉渉でででで「「「「大大大大筋筋筋筋合合合合意意意意」」」」したしたしたした、、、、環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋連携連携連携連携協協協協定定定定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）はははは、、、、そそそそのののの内容内容内容内容がががが
明明明明らかになるにつれらかになるにつれらかになるにつれらかになるにつれ国民国民国民国民のののの間間間間からからからから怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声がががが広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目のののの「「「「聖聖聖聖域域域域はははは守守守守るるるる」」」」とととと
したしたしたした国会決国会決国会決国会決議議議議もももも踏踏踏踏みにみにみにみにじじじじりりりり、、、、国民国民国民国民のののの食食食食とととと安安安安全全全全をををを脅脅脅脅かしかしかしかし日日日日本本本本経済経済経済経済とととと暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼ
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すすすす。。。。環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋連携連携連携連携協協協協定定定定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）はははは、、、、「「「「大大大大筋筋筋筋合合合合意意意意」」」」をしたがをしたがをしたがをしたが協協協協定文書定文書定文書定文書のののの作作作作成成成成、、、、調調調調印印印印、、、、批准批准批准批准、、、、国会国会国会国会
承認承認承認承認はこれからですはこれからですはこれからですはこれからです。。。。

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ協協協協定書定書定書定書作作作作成成成成作作作作業業業業からからからから撤撤撤撤退退退退しししし、、、、調調調調印印印印をををを中止中止中止中止することについてすることについてすることについてすることについて。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ「「「「大大大大筋筋筋筋合合合合意意意意」」」」によるによるによるによる県内県内県内県内でのでのでのでの影響影響影響影響ととととそそそそのののの額額額額についてについてについてについて。。。。

((((3333)))) 特特特特にににに農水産業農水産業農水産業農水産業のののの分野分野分野分野でででで牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉をををを初初初初めめめめ乳乳乳乳製製製製品品品品、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖のののの関関関関税削税削税削税削減減減減、、、、撤廃撤廃撤廃撤廃等等等等農産物農産物農産物農産物重要重要重要重要
５５５５品目品目品目品目にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をもたらすものになっていますをもたらすものになっていますをもたらすものになっていますをもたらすものになっています。。。。県内県内県内県内農水産物農水産物農水産物農水産物へのへのへのへの影響影響影響影響ととととそそそそのののの額額額額につにつにつにつ
いていていていて問問問問いますいますいますいます。。。。

5555 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困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)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、実態実態実態実態調査調査調査調査をををを行行行行ったったったった結結結結果果果果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みについてみについてみについて問問問問いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県子子子子どどどどものものものもの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策にににに関関関関するするするする検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会」」」」のののの提言内容提言内容提言内容提言内容とととと「「「「子子子子どどどどものものものもの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策計画計画計画計画」」」」
へのへのへのへの位位位位置置置置づづづづけけけけとととと策定時期策定時期策定時期策定時期についてについてについてについて問問問問いますいますいますいます。。。。

6666 子供子供子供子供のののの医療医療医療医療費無料費無料費無料費無料化化化化拡拡拡拡大大大大のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと通通通通院院院院費費費費のののの自自自自己負担己負担己負担己負担をなくしてをなくしてをなくしてをなくして中中中中学校卒業学校卒業学校卒業学校卒業までのまでのまでのまでの医医医医
療療療療費完費完費完費完全全全全無料無料無料無料化化化化をををを実施実施実施実施することについてすることについてすることについてすることについて問問問問いますいますいますいます。。。。

7777 那覇那覇那覇那覇市内市内市内市内へのへのへのへの知的知的知的知的障障障障害特害特害特害特別別別別支援学校支援学校支援学校支援学校のののの設設設設置置置置についてについてについてについて
　　　　我我我我がががが党党党党のののの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして、、、、「「「「教育教育教育教育長長長長はははは、、、、何何何何とかとかとかとか設設設設置置置置したいしたいしたいしたい。。。。那覇那覇那覇那覇市市市市教育教育教育教育長長長長、、、、那覇那覇那覇那覇市長市長市長市長ともともともとも鋭鋭鋭鋭意意意意
協議協議協議協議をををを進進進進めていくめていくめていくめていく」」」」とととと答弁答弁答弁答弁したがしたがしたがしたが、、、、最最最最短短短短でででで何何何何年年年年ごごごごろろろろのののの設設設設置置置置になりますかになりますかになりますかになりますか。。。。

8888 ワンスワンスワンスワンストトトトップップップップ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターについてーについてーについてーについて
沖縄県性沖縄県性沖縄県性沖縄県性暴暴暴暴力力力力被被被被害害害害者者者者ワンスワンスワンスワンストトトトップップップップ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターをーをーをーを24242424時間時間時間時間体制体制体制体制でででで対応対応対応対応できるできるできるできる県立県立県立県立病病病病院院院院へのへのへのへの設設設設
置置置置についてについてについてについて問問問問いますいますいますいます。。。。

9999 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正規非正規非正規非正規雇雇雇雇用用用用のののの実態実態実態実態とととと若若若若年者年者年者年者のののの比比比比率率率率、、、、正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用をををを広広広広げるためのげるためのげるためのげるための県県県県ののの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
問問問問いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県県県県、、、、市市市市町村町村町村町村自治自治自治自治体体体体、、、、外外外外郭郭郭郭団体団体団体団体でででで非正規非正規非正規非正規雇雇雇雇用用用用ががががふふふふええええ続続続続けけけけていますていますていますています。。。。非正規非正規非正規非正規のののの実態実態実態実態ははははどどどどうううう
なっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用をををを広広広広げげげげ必要必要必要必要なななな職員職員職員職員数数数数をををを確確確確保保保保することについてすることについてすることについてすることについて問問問問いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 介介介介護護護護士士士士、、、、保保保保育育育育士士士士、、、、看看看看護護護護師師師師、、、、福祉福祉福祉福祉のののの職職職職場場場場でででで働働働働くくくく人人人人のののの正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用をををを拡拡拡拡大大大大しししし、、、、賃賃賃賃金金金金をををを引引引引きききき上上上上げるこげるこげるこげるこ
とについてとについてとについてとについて問問問問いますいますいますいます。。。。


