
1

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24242424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06060606    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 26262626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)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米軍人米軍人米軍人米軍人によるによるによるによる事件事件事件事件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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの強行配備強行配備強行配備強行配備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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが強行配備強行配備強行配備強行配備されたされたされたされた後後後後のののの安全基準安全基準安全基準安全基準やややや運用運用運用運用、、、、騒音騒音騒音騒音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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設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改改改改めてめてめてめて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 米米米米13131313年度予算年度予算年度予算年度予算でででで、、、、在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊グアムグアムグアムグアム移転費復活移転費復活移転費復活移転費復活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伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙のののの意義意義意義意義についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 今回今回今回今回のののの衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙のののの争点争点争点争点はははは何何何何かをかをかをかを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 今回今回今回今回のののの衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題等基地問題等基地問題等基地問題等はははは争点争点争点争点になっているかをになっているかをになっているかをになっているかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金のののの活用状況及活用状況及活用状況及活用状況及びびびび次年度次年度次年度次年度のののの予算額予算額予算額予算額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。。。。

((((8888)))) 沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭のののの経済効果及経済効果及経済効果及経済効果及びびびび知事知事知事知事のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける公共交通公共交通公共交通公共交通のののの将来像将来像将来像将来像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伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの人材人材人材人材、、、、経済経済経済経済、、、、政治交流政治交流政治交流政治交流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伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))公共施設公共施設公共施設公共施設におけるにおけるにおけるにおけるWiWiWiWi－－－－FiFiFiFiのののの整備状況整備状況整備状況整備状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) いじめのいじめのいじめのいじめ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)))) 小中高小中高小中高小中高におけるにおけるにおけるにおける学力学力学力学力のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設へへへへ認可並認可並認可並認可並みのみのみのみの給食費支給給食費支給給食費支給給食費支給についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設におけるにおけるにおけるにおける定員定員定員定員のののの弾力化弾力化弾力化弾力化についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 一括交付金活用一括交付金活用一括交付金活用一括交付金活用によるによるによるによる認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師がががが不足不足不足不足しているしているしているしている県立病院県立病院県立病院県立病院のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 農林水産行政農林水産行政農林水産行政農林水産行政についてについてについてについて

((((1111)))) ６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化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。。。。

((((2222)))) 台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの熱帯果樹等熱帯果樹等熱帯果樹等熱帯果樹等のののの研究開発研究開発研究開発研究開発のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 総合評価総合評価総合評価総合評価におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課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。。。。

((((2222)))) 米軍基地内工事米軍基地内工事米軍基地内工事米軍基地内工事（（（（ボンドボンドボンドボンド））））へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 建設産業建設産業建設産業建設産業ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの発注工事発注工事発注工事発注工事についてについてについてについて、、、、県内下請業者県内下請業者県内下請業者県内下請業者のののの活用状況活用状況活用状況活用状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((5555)))) 県内県内県内県内のののの発注工事発注工事発注工事発注工事にににに対対対対しししし、、、、完成工事評点完成工事評点完成工事評点完成工事評点へのへのへのへの県内企業下請県内企業下請県内企業下請県内企業下請へのへのへのへの活用活用活用活用のののの有無有無有無有無をををを評価項目評価項目評価項目評価項目
にににに導入導入導入導入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。。。。

7777 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ストーカーストーカーストーカーストーカーのののの実態実態実態実態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)))) 性暴力性暴力性暴力性暴力、、、、性被害者性被害者性被害者性被害者のののの支援支援支援支援をををを１１１１カカカカ所所所所でででで受受受受けられるけられるけられるけられる「「「「ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの設置設置設置設置がががが内閣内閣内閣内閣
府府府府からからからから求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、本県本県本県本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。。。。

((((3333)))) 公共関与公共関与公共関与公共関与によるによるによるによる産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 風力風力風力風力（（（（ソーラーソーラーソーラーソーラー））））発電等発電等発電等発電等のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 観光客観光客観光客観光客、、、、観光収入観光収入観光収入観光収入のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローのののの役員役員役員役員、、、、理事会理事会理事会理事会のののの体制体制体制体制についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

9999 公安行政公安行政公安行政公安行政についてについてについてについて

((((1111)))) 飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 薬物薬物薬物薬物やややや脱法脱法脱法脱法ドラッグドラッグドラッグドラッグのののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 港湾行政港湾行政港湾行政港湾行政についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合のののの実績実績実績実績とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大型大型大型大型クルーズクルーズクルーズクルーズ船寄港船寄港船寄港船寄港のののの実績実績実績実績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港のののの活用状況活用状況活用状況活用状況とととと課題課題課題課題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24242424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06060606    日日日日((((木木木木))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 19191919分分分分 前田前田前田前田　　　　政明政明政明政明（（（（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)))) デフレデフレデフレデフレ不況不況不況不況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「景気景気景気景気をををを何何何何とかしてほしいとかしてほしいとかしてほしいとかしてほしい」」」」国民国民国民国民・・・・県民県民県民県民がががが強強強強くくくく政治政治政治政治にににに望望望望みみみみ続続続続けているけているけているけている。。。。しかししかししかししかし、、、、働働働働くくくく人人人人のののの所所所所
得得得得がががが減減減減りりりり、、、、消費消費消費消費がががが落落落落ちちちち込込込込みみみみ、、、、内需内需内需内需がががが冷冷冷冷ええええ込込込込むむむむ「「「「デフレデフレデフレデフレ不況不況不況不況」」」」がががが、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ深刻深刻深刻深刻になりになりになりになり、、、、悪悪悪悪
循環循環循環循環にににに陥陥陥陥っているっているっているっている。。。。デフレデフレデフレデフレ不況不況不況不況にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 国民国民国民国民・・・・県民生活県民生活県民生活県民生活がががが大変厳大変厳大変厳大変厳しいしいしいしい中中中中、、、、デフレデフレデフレデフレ不況不況不況不況からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出すためにはすためにはすためにはすためには国民国民国民国民・・・・県民県民県民県民のののの所得所得所得所得
をふやしをふやしをふやしをふやし、、、、内需内需内需内需をををを活発活発活発活発にするにするにするにする政策政策政策政策にににに転換転換転換転換することがすることがすることがすることが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問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税についてについてについてについて
　　　　国民所得国民所得国民所得国民所得がががが減減減減りりりり、、、、消費消費消費消費がががが落落落落ちちちち込込込込みみみみ、、、、市場市場市場市場がががが冷冷冷冷ええええ込込込込んでいるときにんでいるときにんでいるときにんでいるときに、、、、所得所得所得所得をふやすどこをふやすどこをふやすどこをふやすどこ
ろかろかろかろか、、、、13131313兆兆兆兆5000500050005000億円億円億円億円ものものものもの所得所得所得所得をををを国民国民国民国民・・・・県民県民県民県民からからからから奪奪奪奪うううう消費税大増税消費税大増税消費税大増税消費税大増税をををを強行強行強行強行すればすればすればすれば、、、、デフレデフレデフレデフレ
不況不況不況不況のののの悪循環悪循環悪循環悪循環をひどくしをひどくしをひどくしをひどくし、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済のののの底底底底がががが抜抜抜抜けてしまうけてしまうけてしまうけてしまう。。。。そうなればそうなればそうなればそうなれば消費税以外消費税以外消費税以外消費税以外のののの税収税収税収税収
がががが減減減減りりりり、、、、財政財政財政財政もももも悪化悪化悪化悪化するするするする。。。。暮暮暮暮らしもらしもらしもらしも、、、、経済経済経済経済もももも、、、、財政財政財政財政もももも壊壊壊壊すすすす、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税はははは中止中止中止中止すべきであすべきであすべきであすべきであ
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 2015201520152015年度年度年度年度までにまでにまでにまでに政府政府政府政府はははは、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税とととと年金減額年金減額年金減額年金減額、、、、子子子子どもどもどもども手当減額手当減額手当減額手当減額、、、、年少扶養控除廃年少扶養控除廃年少扶養控除廃年少扶養控除廃
止止止止、、、、復興増税復興増税復興増税復興増税、、、、年金保険料引年金保険料引年金保険料引年金保険料引きききき上上上上げげげげ、、、、医療医療医療医療・・・・介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料のののの引引引引きききき上上上上げなどげなどげなどげなど約約約約20202020兆円程度兆円程度兆円程度兆円程度
のののの負担増負担増負担増負担増になることをになることをになることをになることを計画計画計画計画しているしているしているしている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける影響額影響額影響額影響額とととと認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｵｵｵｵ 大企業大企業大企業大企業のののの内部留保内部留保内部留保内部留保260260260260兆円兆円兆円兆円についてについてについてについて
　　　　大企業大企業大企業大企業にはにはにはには、、、、利益余剰金利益余剰金利益余剰金利益余剰金などのなどのなどのなどの内部留保内部留保内部留保内部留保・・・・溜溜溜溜めめめめ込込込込みみみみ金金金金がががが260260260260兆円兆円兆円兆円もたまっているもたまっているもたまっているもたまっている。。。。このこのこのこの
おおおお金金金金をををを、、、、雇用雇用雇用雇用やややや中小企業中小企業中小企業中小企業にににに還元還元還元還元しししし、、、、所得所得所得所得をふやしをふやしをふやしをふやし、、、、内需内需内需内需をををを喚起喚起喚起喚起しししし、、、、デフレデフレデフレデフレ不況不況不況不況のののの悪循環悪循環悪循環悪循環
をををを断断断断ちちちち切切切切ってってってって、、、、企業活動企業活動企業活動企業活動をををを活発活発活発活発にしにしにしにし好循環好循環好循環好循環へとへとへとへと転換転換転換転換させていくさせていくさせていくさせていく政策政策政策政策をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。
知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 社会保障充実社会保障充実社会保障充実社会保障充実とととと財政危機打開財政危機打開財政危機打開財政危機打開についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税にににに頼頼頼頼らないらないらないらない別別別別のののの道道道道」」」」としてとしてとしてとして、、、、日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党はははは２２２２月月月月にににに、「、「、「、「消費税大増税消費税大増税消費税大増税消費税大増税ストッストッストッストッ
ププププ！！！！社会保障充実社会保障充実社会保障充実社会保障充実、、、、財政危機打開財政危機打開財政危機打開財政危機打開のののの提言提言提言提言」」」」をををを発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。消費税大増税消費税大増税消費税大増税消費税大増税にににに反対反対反対反対するするするする
とともにとともにとともにとともに、、、、それにかわるそれにかわるそれにかわるそれにかわる財源財源財源財源をををを示示示示すすすす抜本的抜本的抜本的抜本的なななな提案提案提案提案ですですですです。。。。①①①①能力能力能力能力にににに応応応応じたじたじたじた負担負担負担負担のののの原則原則原則原則にににに
立立立立ったったったった税税税税・・・・財政財政財政財政のののの改革改革改革改革、、、、②②②②国民国民国民国民のののの所得所得所得所得をふやすをふやすをふやすをふやす経済経済経済経済のののの民主的改革民主的改革民主的改革民主的改革、、、、このこのこのこの２２２２つのつのつのつの改革改革改革改革をををを
同時同時同時同時にににに進進進進めめめめ、、、、社会保障社会保障社会保障社会保障のののの充実充実充実充実とととと財政危機財政危機財政危機財政危機のののの打開打開打開打開をををを図図図図るるるる道道道道をををを具体的具体的具体的具体的にににに提案提案提案提案していますしていますしていますしています。。。。
知事知事知事知事のののの感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 民主民主民主民主・・・・自民自民自民自民・・・・公明公明公明公明はははは、、、、解散解散解散解散のののの前前前前にどさくさのにどさくさのにどさくさのにどさくさの中中中中でででで、、、、年金支給年金支給年金支給年金支給のののの削減削減削減削減をををを強行強行強行強行しましたしましたしましたしました。。。。年金年金年金年金
減額対象者減額対象者減額対象者減額対象者とそのとそのとそのとその影響額影響額影響額影響額についてについてについてについて説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ｳｳｳｳ ３３３３党党党党がががが密室密室密室密室でででで決決決決めためためためた「「「「社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法社会保障制度改革推進法」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、医療費医療費医療費医療費のののの窓口負担増窓口負担増窓口負担増窓口負担増、、、、国国国国
保料保料保料保料（（（（税税税税））））のののの値上値上値上値上げげげげ、、、、介護保険介護保険介護保険介護保険サービスサービスサービスサービス取取取取りりりり上上上上げとげとげとげと利用料利用料利用料利用料のののの引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、保育制度改悪保育制度改悪保育制度改悪保育制度改悪、、、、
生活保護生活保護生活保護生活保護のののの門前払門前払門前払門前払いやいやいやいや強権的強権的強権的強権的なななな打打打打ちちちち切切切切りなどりなどりなどりなど、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる世代世代世代世代にににに激烈激烈激烈激烈なななな痛痛痛痛みをみをみをみを押押押押しつけしつけしつけしつけ
るるるる「「「「改革改革改革改革」」」」をををを行行行行っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを宣言宣言宣言宣言しているしているしているしている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける影響影響影響影響はどのようになるかはどのようになるかはどのようになるかはどのようになるか。。。。このこのこのこの
ようなようなようなような、、、、社会保障社会保障社会保障社会保障へのへのへのへの国国国国のののの責任責任責任責任をををを投投投投げげげげ捨捨捨捨てててて、、、、制度解体制度解体制度解体制度解体することをすることをすることをすることを進進進進めることはめることはめることはめることは、、、、家計家計家計家計をををを圧圧圧圧
迫迫迫迫しししし、、、、消費購買力消費購買力消費購買力消費購買力をををを弱弱弱弱めめめめデフレデフレデフレデフレ不況不況不況不況をさらにをさらにをさらにをさらに深刻深刻深刻深刻にするものであるにするものであるにするものであるにするものである。。。。庶民生活庶民生活庶民生活庶民生活をををを苦苦苦苦しししし
めめめめ、、、、大金持大金持大金持大金持ちちちち、、、、大企業優遇大企業優遇大企業優遇大企業優遇のののの政治政治政治政治はははは抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しがしがしがしが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 「「「「応能負担応能負担応能負担応能負担」」」」にににに立立立立ったったったった税制改革税制改革税制改革税制改革についてについてについてについて
　　　　不要不急不要不急不要不急不要不急のののの大型公共事業大型公共事業大型公共事業大型公共事業、、、、原発推進予算原発推進予算原発推進予算原発推進予算、、、、軍事費軍事費軍事費軍事費、、、、政党助成金政党助成金政党助成金政党助成金などなどなどなど歳出歳出歳出歳出のののの無駄無駄無駄無駄をなくをなくをなくをなく
しししし、、、、所得所得所得所得がががが１１１１億円億円億円億円をををを超超超超えるとえるとえるとえると税負担率税負担率税負担率税負担率がががが逆逆逆逆にににに低低低低くなりくなりくなりくなり、、、、大企業大企業大企業大企業ほどほどほどほど法人税実質負担率法人税実質負担率法人税実質負担率法人税実質負担率がががが低低低低
いいいい不公平税制不公平税制不公平税制不公平税制をををを改改改改めてめてめてめて、、、、富裕層富裕層富裕層富裕層やややや大企業大企業大企業大企業にににに応分応分応分応分のののの負担負担負担負担をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((4444)))) 原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電「「「「即時原発即時原発即時原発即時原発ゼロゼロゼロゼロ」」」」についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党はははは、、、、((((1111))))原発事故原発事故原発事故原発事故のののの被害被害被害被害はなおはなおはなおはなお拡大拡大拡大拡大をををを続続続続けておりけておりけておりけており、、、、二度二度二度二度とととと原発事故原発事故原発事故原発事故をををを起起起起こしこしこしこし
てはなりませんてはなりませんてはなりませんてはなりません。。。。((((2222))))原発稼働原発稼働原発稼働原発稼働をををを続続続続けるけるけるける限限限限りりりり、、、、処理方法処理方法処理方法処理方法のないのないのないのない「「「「核核核核ののののゴミゴミゴミゴミ」」」」がふえがふえがふえがふえ続続続続けまけまけまけま
すすすす。。。。((((3333))))原発再稼働原発再稼働原発再稼働原発再稼働のののの条件条件条件条件もももも、、、、必要性必要性必要性必要性もももも存在存在存在存在しませんしませんしませんしません。。。。((((4444))))国民世論国民世論国民世論国民世論がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化しししし、「、「、「、「原原原原
発発発発ゼロゼロゼロゼロ」」」」はははは国民多数国民多数国民多数国民多数のののの願願願願いとなっていますいとなっていますいとなっていますいとなっています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの諸点諸点諸点諸点をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、「、「、「、「即時原発即時原発即時原発即時原発ゼロゼロゼロゼロ」」」」のののの
実現実現実現実現をををを提案提案提案提案していますしていますしていますしています。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「原発事故前原発事故前原発事故前原発事故前のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの福島県福島県福島県福島県」」」」をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すまですまですまですまで、、、、そのそのそのその全全全全てのてのてのての過程過程過程過程でででで、、、、国国国国のののの責任責任責任責任でででで
復興復興復興復興をををを支援支援支援支援すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県もももも福島福島福島福島のののの被災者支援等被災者支援等被災者支援等被災者支援等にににに引引引引きききき続続続続
きききき取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰについてについてについてについて
　ＴＰＰ　ＴＰＰ　ＴＰＰ　ＴＰＰにににに参加参加参加参加すればすればすればすれば、、、、農産物農産物農産物農産物のののの輸入輸入輸入輸入はははは完全完全完全完全にににに自由化自由化自由化自由化されされされされ、、、、日本日本日本日本とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農業農業農業農業はははは破壊破壊破壊破壊ささささ
れれれれ、、、、食食食食のののの安全安全安全安全、、、、医療医療医療医療、、、、金融金融金融金融、、、、保険保険保険保険、、、、官公需官公需官公需官公需・・・・公共事業公共事業公共事業公共事業のののの発注発注発注発注、、、、労働労働労働労働などなどなどなど、、、、県民県民県民県民・・・・国民生活国民生活国民生活国民生活
のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる分野分野分野分野でででで「「「「規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和」」」」とととと「「「「アメリカアメリカアメリカアメリカ型型型型ルールルールルールルール」」」」がががが押押押押しつけられるしつけられるしつけられるしつけられる。。。。日本日本日本日本をををを、、、、丸丸丸丸ごとごとごとごとアメアメアメアメ
リカリカリカリカにににに売売売売りりりり渡渡渡渡すすすす、、、、文字文字文字文字どおりのどおりのどおりのどおりの「「「「亡国亡国亡国亡国のののの道道道道」」」」ですですですです。。。。日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党はははは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ参加参加参加参加にににに絶対反対絶対反対絶対反対絶対反対でででで
あるあるあるある。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((6666)))) 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

ｱｱｱｱ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備のののの撤回撤回撤回撤回をををを要求要求要求要求しししし、、、、基地基地基地基地のないのないのないのない平和平和平和平和なななな日本日本日本日本をををを
　　　　日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、県民県民県民県民のののの総意総意総意総意をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの普天間基地配備普天間基地配備普天間基地配備普天間基地配備をををを強行強行強行強行したしたしたした。。。。
「「「「飛行飛行飛行飛行はははは人口密集地人口密集地人口密集地人口密集地をををを避避避避けることけることけることけること」」」」などのなどのなどのなどの「「「「安全対策安全対策安全対策安全対策」」」」をををを合意合意合意合意したにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらず、、、、それをそれをそれをそれを
無視無視無視無視したしたしたした飛行飛行飛行飛行がががが行行行行われわれわれわれ、、、、人口密集地人口密集地人口密集地人口密集地・・・・住宅地住宅地住宅地住宅地でのでのでのでの飛行飛行飛行飛行がががが常態化常態化常態化常態化しているしているしているしている。。。。全国全国全国全国27272727都道都道都道都道
府県府県府県府県のののの146146146146自治体自治体自治体自治体でででで配備配備配備配備やややや訓練訓練訓練訓練にににに反対反対反対反対するするするする意見書意見書意見書意見書・・・・決議決議決議決議がががが可決可決可決可決されているされているされているされている。。。。全国全国全国全国とととと連連連連
帯帯帯帯してしてしてしてオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの撤回撤回撤回撤回をををを実現実現実現実現させようさせようさせようさせよう。。。。知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備はははは、「、「、「、「日本日本日本日本のののの防衛防衛防衛防衛」」」」とはとはとはとは何何何何のののの関係関係関係関係もないもないもないもない
　　　　海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの海外遠征海外遠征海外遠征海外遠征によるによるによるによる「「「「殴殴殴殴りりりり込込込込みみみみ」」」」任務任務任務任務をををを遂行遂行遂行遂行するためするためするためするため、、、、迅速迅速迅速迅速にににに「「「「敵地敵地敵地敵地」」」」にににに侵入侵入侵入侵入しししし「「「「侵侵侵侵
略力略力略力略力」」」」をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民とととと日本国民日本国民日本国民日本国民をををを危険危険危険危険にさらすにさらすにさらすにさらす暴挙暴挙暴挙暴挙はははは絶対絶対絶対絶対にににに許許許許せないせないせないせない。。。。高高高高
江江江江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド・・・・オスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドのののの建設建設建設建設はやめるべきはやめるべきはやめるべきはやめるべき。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「基地基地基地基地あるかぎりあるかぎりあるかぎりあるかぎり、、、、悲惨悲惨悲惨悲惨なななな事件事件事件事件はなくならないはなくならないはなくならないはなくならない」」」」
　　　　オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ強行配備強行配備強行配備強行配備にににに加加加加えてえてえてえて、、、、米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる集団女性暴行事件集団女性暴行事件集団女性暴行事件集団女性暴行事件やややや深夜深夜深夜深夜のののの中学生暴行事中学生暴行事中学生暴行事中学生暴行事
件件件件がががが起起起起こりこりこりこり、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄はははは無法地帯無法地帯無法地帯無法地帯かかかか」」」」というというというという激激激激しいしいしいしい怒怒怒怒りがりがりがりが噴出噴出噴出噴出しているしているしているしている。。。。米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる主権侵主権侵主権侵主権侵
害害害害・・・・横暴横暴横暴横暴・・・・犯罪犯罪犯罪犯罪をををを抑抑抑抑えるためえるためえるためえるため、、、、日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの抜本的改定抜本的改定抜本的改定抜本的改定がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、米軍米軍米軍米軍
犯罪犯罪犯罪犯罪のないのないのないのない沖縄沖縄沖縄沖縄のののの実現実現実現実現のためにはのためにはのためにはのためには、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを全面撤去全面撤去全面撤去全面撤去せよせよせよせよ、、、、のののの声声声声をををを日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに訴訴訴訴
えるべきではないかえるべきではないかえるべきではないかえるべきではないか。。。。

ｴｴｴｴ 普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題についてについてについてについて
　　　　普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの固定化固定化固定化固定化をををを許許許許さずさずさずさず、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるめるめるめる。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの固定化固定化固定化固定化になるになるになるになる滑滑滑滑
走路整備走路整備走路整備走路整備をををを国民国民国民国民のののの税金税金税金税金でやるなどでやるなどでやるなどでやるなど許許許許せないせないせないせない。。。。移設論移設論移設論移設論ではではではでは解決解決解決解決できないできないできないできない。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは
無条件無条件無条件無条件でででで、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去せよとせよとせよとせよと県民県民県民県民がががが団結団結団結団結してしてしてして本土本土本土本土とととと連帯連帯連帯連帯してしてしてして訴訴訴訴えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが、、、、早期解決早期解決早期解決早期解決
のののの道道道道であるであるであるである。。。。

ｵｵｵｵ 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地についてについてについてについて
　　　　環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書ははははウミガメウミガメウミガメウミガメのののの産卵産卵産卵産卵でずさんであることがでずさんであることがでずさんであることがでずさんであることが明確明確明確明確になったになったになったになった。。。。辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地
建設建設建設建設のためののためののためののための埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに明確明確明確明確にににに反対反対反対反対すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

ｶｶｶｶ 集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権についてについてについてについて
　　　　集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使はははは、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを最最最最もももも乱暴乱暴乱暴乱暴にににに破壊破壊破壊破壊するものであるするものであるするものであるするものである。。。。政府政府政府政府のののの従来従来従来従来のののの憲法憲法憲法憲法
解釈解釈解釈解釈をををを変変変変えることはえることはえることはえることは許許許許されないされないされないされない。。。。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うううう。。。。

ｷｷｷｷ 日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約をををを廃棄廃棄廃棄廃棄しししし、、、、対等対等対等対等・・・・平等平等平等平等・・・・友好友好友好友好のののの日米関係日米関係日米関係日米関係をををを
　　　　今年今年今年今年はははは、、、、戦後戦後戦後戦後67676767年年年年、、、、日米安保条約発効日米安保条約発効日米安保条約発効日米安保条約発効60606060年年年年になるになるになるになる。。。。安保条約第安保条約第安保条約第安保条約第10101010条条条条にににに即即即即してしてしてして、、、、一方一方一方一方
のののの国国国国がががが通告通告通告通告すればすればすればすれば、、、、１１１１年後年後年後年後にはにはにはには解消解消解消解消されますされますされますされます。。。。安保条約安保条約安保条約安保条約をなくせばをなくせばをなくせばをなくせば、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの重圧重圧重圧重圧
からからからから日本国民日本国民日本国民日本国民がががが一挙一挙一挙一挙にににに解放解放解放解放されますされますされますされます。。。。在日米軍在日米軍在日米軍在日米軍のためにのためにのためにのために充充充充てていたてていたてていたてていた年間年間年間年間7000700070007000億円億円億円億円ものものものもの
駐留経費駐留経費駐留経費駐留経費とととと総評価額総評価額総評価額総評価額14141414兆円兆円兆円兆円ともともともとも言言言言われるわれるわれるわれる土地土地土地土地をををを、、、、国民国民国民国民のののの暮暮暮暮らしのためにらしのためにらしのためにらしのために使使使使うことができうことができうことができうことができ
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。
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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24242424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06060606    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 19191919分分分分 吉田吉田吉田吉田　　　　勝廣勝廣勝廣勝廣（（（（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基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島のののの領土問題領土問題領土問題領土問題でででで、、、、日中間等日中間等日中間等日中間等はははは冷冷冷冷ええええ切切切切っているがっているがっているがっているが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは唯一唯一唯一唯一、、、、中国中国中国中国・・・・台湾等台湾等台湾等台湾等とととと
のののの長長長長いいいい友好友好友好友好のののの歴史歴史歴史歴史をををを築築築築いておりいておりいておりいており、、、、それをそれをそれをそれを背景背景背景背景にににに大胆大胆大胆大胆なななな民間外交民間外交民間外交民間外交をををを展開展開展開展開するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると
思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 7000700070007000億円億円億円億円のののの予算予算予算予算がががが県経済県経済県経済県経済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響（ＧＤＰ（ＧＤＰ（ＧＤＰ（ＧＤＰ・・・・雇用雇用雇用雇用））））とととと持続的持続的持続的持続的なななな経済成長経済成長経済成長経済成長にいかににいかににいかににいかに連携連携連携連携
していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。

((((3333)))) 政権交代政権交代政権交代政権交代がささやかれているががささやかれているががささやかれているががささやかれているが、、、、3000300030003000億円及億円及億円及億円及びこれまでどおりにびこれまでどおりにびこれまでどおりにびこれまでどおりに一括交付金約一括交付金約一括交付金約一括交付金約1575157515751575億円億円億円億円
のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてのけてのけてのけての決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) またまたまたまた、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設計画辺野古移設計画辺野古移設計画辺野古移設計画もももも圧力圧力圧力圧力がががが加速加速加速加速するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと県民県民県民県民にににに不安不安不安不安がががが
あるがあるがあるがあるが、、、、改改改改めてめてめてめて辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設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決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 地位協定地位協定地位協定地位協定のののの改定改定改定改定についてについてについてについて、、、、大田知事大田知事大田知事大田知事、、、、稲嶺知事稲嶺知事稲嶺知事稲嶺知事、、、、そしてそしてそしてそして仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事とととと軍転協軍転協軍転協軍転協をををを中心中心中心中心にににに
要請行動要請行動要請行動要請行動をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、今日今日今日今日までまでまでまで条文条文条文条文のののの改定改定改定改定はははは見見見見られずられずられずられず、、、、政府政府政府政府にはそのにはそのにはそのにはその意思意思意思意思
もももも熱意熱意熱意熱意もももも感感感感じられないじられないじられないじられない。。。。地位協定地位協定地位協定地位協定のののの改定改定改定改定についてについてについてについて、、、、改改改改めてめてめてめて決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 小小小小さなさなさなさな島島島島でででで自立経済自立経済自立経済自立経済をををを確立確立確立確立するためにはするためにはするためにはするためには、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成とととと学力向上学力向上学力向上学力向上はははは必然必然必然必然であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが、、、、
知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金（（（（一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金））））のののの活用活用活用活用のののの分類分類分類分類についてについてについてについて

((((1111)))) 各部局別各部局別各部局別各部局別、、、、総額総額総額総額についてについてについてについて

((((2222)))) 事業費内訳事業費内訳事業費内訳事業費内訳についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 単独単独単独単独

ｲｲｲｲ 委託委託委託委託

ｳｳｳｳ 基金基金基金基金

((((3333)))) 各市町村各市町村各市町村各市町村、、、、事業費内訳事業費内訳事業費内訳事業費内訳、、、、額額額額についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農林水産農林水産農林水産農林水産

ｲｲｲｲ 土木土木土木土木

ｳｳｳｳ 教育教育教育教育

ｴｴｴｴ 福祉福祉福祉福祉

ｵｵｵｵ 観光観光観光観光

ｶｶｶｶ そのそのそのその他他他他

3333 基地基地基地基地のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして特定駐留軍用地土地取得事業基金条例特定駐留軍用地土地取得事業基金条例特定駐留軍用地土地取得事業基金条例特定駐留軍用地土地取得事業基金条例（（（（案案案案））））をををを提出提出提出提出しししし、、、、69696969億円億円億円億円のののの
基金基金基金基金をををを計上計上計上計上しているがしているがしているがしているが、、、、今後嘉手納以南今後嘉手納以南今後嘉手納以南今後嘉手納以南のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用についてもについてもについてもについても、、、、莫大莫大莫大莫大なななな資金資金資金資金をををを要要要要するとするとするとすると
考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、今後今後今後今後のののの基金基金基金基金のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

4444 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備・・・・運行運行運行運行についてについてについてについて

((((1111)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは９９９９月月月月19191919日日日日、、、、日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会でででで、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの安全性安全性安全性安全性についてはについてはについてはについては、、、、合衆国政合衆国政合衆国政合衆国政
府府府府はははは周辺周辺周辺周辺ののののコミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーにににに及及及及ぼすぼすぼすぼす飛行運用飛行運用飛行運用飛行運用によるによるによるによる影響影響影響影響がががが最小限最小限最小限最小限になるようにになるようにになるようにになるように、、、、飛行経路飛行経路飛行経路飛行経路
をををを設定設定設定設定するするするする。。。。このこのこのこの目的目的目的目的のためにのためにのためにのためにＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222をををを飛行運用飛行運用飛行運用飛行運用するするするする際際際際のののの侵入及侵入及侵入及侵入及びびびび出発経路出発経路出発経路出発経路はははは、、、、できるできるできるできる
限限限限りりりり学校学校学校学校やややや病院病院病院病院をををを含含含含むむむむ人口密集地域上空人口密集地域上空人口密集地域上空人口密集地域上空をををを避避避避けるようけるようけるようけるよう設定設定設定設定するなどするなどするなどするなど、、、、aaaaからからからからffffまでまでまでまで遵守遵守遵守遵守するするするする
ことをことをことをことを確認確認確認確認してしてしてして、、、、現在運行現在運行現在運行現在運行しているがしているがしているがしているが、、、、現在現在現在現在のののの運行状況運行状況運行状況運行状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。
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((((2222)))) 現在現在現在現在までにまでにまでにまでに使用使用使用使用しているしているしているしている離着陸帯離着陸帯離着陸帯離着陸帯（（（（ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド））））はいくつかはいくつかはいくつかはいくつか。。。。またまたまたまた、、、、キャンプハンセンキャンプハンセンキャンプハンセンキャンプハンセン等等等等でででで
はははは、、、、基地内基地内基地内基地内にあるにあるにあるにある広場広場広場広場をををを活用活用活用活用してしてしてしてタッチアンドゴータッチアンドゴータッチアンドゴータッチアンドゴーをををを繰繰繰繰りりりり返返返返しているがしているがしているがしているが、、、、基地内基地内基地内基地内であればであればであればであれば
いついかなるいついかなるいついかなるいついかなる時時時時でもでもでもでも活用活用活用活用がががが可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 伊江村伊江村伊江村伊江村におけるにおけるにおけるにおける訓練訓練訓練訓練はははは、、、、日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会のののの合意事項合意事項合意事項合意事項はははは適用適用適用適用されないのはなぜかされないのはなぜかされないのはなぜかされないのはなぜか。。。。

5555 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 脱走米兵脱走米兵脱走米兵脱走米兵にににに対対対対するするするする県警県警県警県警のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい及及及及びびびび法的地位法的地位法的地位法的地位（（（（地位協定等地位協定等地位協定等地位協定等））））についてについてについてについて

((((2222)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人、、、、軍属軍属軍属軍属のののの基地外居住基地外居住基地外居住基地外居住についてはについてはについてはについては日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの取取取取りりりり決決決決めがあるかめがあるかめがあるかめがあるか。。。。またまたまたまた、、、、階級階級階級階級にににに関関関関
係係係係なくなくなくなく希望希望希望希望すればすればすればすれば基地外基地外基地外基地外にににに居住居住居住居住できるのかできるのかできるのかできるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人、、、、軍属軍属軍属軍属によるによるによるによる巡回巡回巡回巡回のののの法的根拠及法的根拠及法的根拠及法的根拠及びびびび日本人警官日本人警官日本人警官日本人警官とのとのとのとの同伴同伴同伴同伴にににに対対対対するするするする県警県警県警県警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)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米軍人米軍人米軍人米軍人のののの外出禁止外出禁止外出禁止外出禁止をををを無視無視無視無視したしたしたした犯罪犯罪犯罪犯罪にににに対対対対するするするする県警県警県警県警のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ワーキングチームワーキングチームワーキングチームワーキングチームのののの機能機能機能機能がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで生生生生かされたのかかされたのかかされたのかかされたのか。。。。今後今後今後今後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伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 在沖米軍在沖米軍在沖米軍在沖米軍のののの機能機能機能機能はははは、、、、現在強化現在強化現在強化現在強化されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。

ｱｱｱｱ 米軍人米軍人米軍人米軍人のののの数数数数（（（（陸海空陸海空陸海空陸海空、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊））））

ｲｲｲｲ 車両車両車両車両のののの数数数数

ｳｳｳｳ 軍艦等軍艦等軍艦等軍艦等のののの寄港寄港寄港寄港

ｴｴｴｴ 戦闘機等戦闘機等戦闘機等戦闘機等のののの寄港及寄港及寄港及寄港及びびびび数数数数

ｵｵｵｵ 演習演習演習演習のののの激化激化激化激化（（（（日米合同日米合同日米合同日米合同、、、、日米豪日米豪日米豪日米豪、、、、米比米比米比米比、、、、米韓米韓米韓米韓、、、、米米米米タイタイタイタイ））））

6666 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

((((1111)))) 第第第第32323232回全国豊回全国豊回全国豊回全国豊かなかなかなかな海海海海づくりづくりづくりづくり大会大会大会大会はははは、、、、関係者関係者関係者関係者のののの努力努力努力努力でででで成功裏成功裏成功裏成功裏にににに終了終了終了終了したがしたがしたがしたが、、、、漁業漁業漁業漁業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻
くくくく環境環境環境環境はははは厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況だだだだ。。。。そこでそこでそこでそこで今後今後今後今後のののの漁業振興漁業振興漁業振興漁業振興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 豊豊豊豊かなかなかなかな漁場漁場漁場漁場、、、、資源資源資源資源のののの確保確保確保確保についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 漁業就業者漁業就業者漁業就業者漁業就業者のののの育成及育成及育成及育成及びびびび高齢者対策高齢者対策高齢者対策高齢者対策についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 観光関連産業等観光関連産業等観光関連産業等観光関連産業等のののの連携連携連携連携についてについてについてについて

ｴｴｴｴ モズクモズクモズクモズク、、、、海海海海ブドウブドウブドウブドウ、、、、クルマエビクルマエビクルマエビクルマエビなどのなどのなどのなどの養殖養殖養殖養殖についてについてについてについて

ｵｵｵｵ 豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、サンゴサンゴサンゴサンゴ礁礁礁礁のののの保全保全保全保全、、、、赤土赤土赤土赤土のののの流出防止流出防止流出防止流出防止、、、、海岸海岸海岸海岸のののの清掃及清掃及清掃及清掃及びびびび植栽等植栽等植栽等植栽等にににに
ついてついてついてついて

ｶｶｶｶ 魚魚魚魚のののの年間消費量年間消費量年間消費量年間消費量をををを上上上上げるためのげるためのげるためのげるための調理方法調理方法調理方法調理方法のののの研究研究研究研究についてについてについてについて

((((2222)))) 災害災害災害災害にににに強強強強いいいい農業農業農業農業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

((((3333)))) 琉球在来豚琉球在来豚琉球在来豚琉球在来豚アグーアグーアグーアグーなどなどなどなど、、、、畜産畜産畜産畜産のののの振興振興振興振興とととと未来未来未来未来についてについてについてについて

((((4444)))) 台風台風台風台風15151515号号号号、、、、台風台風台風台風16161616号号号号、、、、台風台風台風台風17171717号号号号によるによるによるによる被害対策被害対策被害対策被害対策のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて
　　　　一人一人一人一人一人一人一人一人のののの生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤をををを支支支支えるためにはえるためにはえるためにはえるためには、、、、雇用雇用雇用雇用のののの安定安定安定安定がががが何何何何よりよりよりより重要重要重要重要であるであるであるである。。。。以下伺以下伺以下伺以下伺うううう。。。。

((((1111)))) 市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率（（（（15151515歳歳歳歳～～～～29292929歳歳歳歳））））とととと若年労働者若年労働者若年労働者若年労働者のののの雇用雇用雇用雇用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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中高年層中高年層中高年層中高年層のののの失業率失業率失業率失業率とととと雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 母子母子母子母子・・・・父子父子父子父子のののの雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 高校生高校生高校生高校生のののの内定率内定率内定率内定率とととと進路指導進路指導進路指導進路指導についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率（（（（５５５５年年年年のののの推移推移推移推移））））についてについてについてについて

8888 いじめいじめいじめいじめ・・・・虐待問題虐待問題虐待問題虐待問題についてについてについてについて
　　　　学校学校学校学校はははは子供子供子供子供がががが安心安心安心安心してしてしてして学学学学べるべるべるべる環境環境環境環境をつくることをつくることをつくることをつくること、、、、家族家族家族家族はははは子供子供子供子供がががが安心安心安心安心してしてしてして過過過過ごせるごせるごせるごせる居場所居場所居場所居場所でででで
あることがあることがあることがあることが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。以下伺以下伺以下伺以下伺うううう。。。。

((((1111)))) いじめのいじめのいじめのいじめの「「「「早期発見早期発見早期発見早期発見」「」「」「」「早期対処早期対処早期対処早期対処」」」」についてについてについてについて

((((2222)))) 貧困家庭貧困家庭貧困家庭貧困家庭にににに対対対対するするするする生活支援生活支援生活支援生活支援についてについてについてについて

((((3333)))) 地域住民及地域住民及地域住民及地域住民及びびびび父母父母父母父母のののの学校学校学校学校とのとのとのとの協力体制協力体制協力体制協力体制についてについてについてについて

((((4444)))) 不登校不登校不登校不登校のののの実態実態実態実態についてについてについてについて

((((5555)))) 離婚率離婚率離婚率離婚率、、、、母子母子母子母子・・・・父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭のののの実態実態実態実態についてについてについてについて



7

9999 沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力（（（（ウチナーシマウチナーシマウチナーシマウチナーシマ））））のののの普及普及普及普及についてについてについてについて
　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄がががが世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるものはれるものはれるものはれるものは、、、、唄唄唄唄、、、、三線三線三線三線、、、、舞踊舞踊舞踊舞踊、、、、空手空手空手空手、、、、太鼓太鼓太鼓太鼓にににに代表代表代表代表されるがされるがされるがされるが、、、、民衆民衆民衆民衆のののの中中中中にににに深深深深くくくく
根根根根づいたのがづいたのがづいたのがづいたのが、、、、ウチナーシマウチナーシマウチナーシマウチナーシマでもあるでもあるでもあるでもある。。。。
ウチナーシマウチナーシマウチナーシマウチナーシマはははは、、、、民衆民衆民衆民衆のののの力力力力でこれまででこれまででこれまででこれまで守守守守りりりり育育育育てられたとてられたとてられたとてられたと言言言言ってもってもってもっても過言過言過言過言ではなくではなくではなくではなく、、、、世界世界世界世界でででで沖縄沖縄沖縄沖縄
だけにだけにだけにだけに存在存在存在存在するするするするウチナーシマウチナーシマウチナーシマウチナーシマであるであるであるである。。。。

((((1111)))) 沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力（（（（ウチナーシマウチナーシマウチナーシマウチナーシマ））））のののの普及普及普及普及にににに県県県県のののの継続的継続的継続的継続的なななな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ますがえますがえますがえますが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。


