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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05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 28282828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 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)))) 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 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場にににに配備配備配備配備されてされてされてされて２２２２カカカカ月月月月、、、、県民県民県民県民のののの反対反対反対反対のののの中中中中でででで居座居座居座居座りりりり続続続続けけけけ、、、、日米騒日米騒日米騒日米騒
音防止協定音防止協定音防止協定音防止協定にににに定定定定めるめるめるめる午後午後午後午後10101010時以降時以降時以降時以降もももも飛行飛行飛行飛行するなどするなどするなどするなど協定違反協定違反協定違反協定違反がががが続続続続いているいているいているいている中中中中、、、、12121212月月月月にはにはにはには
完全運用完全運用完全運用完全運用されるようだがされるようだがされるようだがされるようだが、、、、このこのこのこの状況状況状況状況にににに対対対対しししし県県県県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 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの今回今回今回今回のののの訪米訪米訪米訪米についてについてについてについて、、、、米国米国米国米国でででで何何何何をどのようにをどのようにをどのようにをどのように訴訴訴訴ええええ、、、、どのようなどのようなどのようなどのような成果成果成果成果があっがあっがあっがあっ
たかたかたかたか、、、、訪問先訪問先訪問先訪問先ややややシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの内容内容内容内容、、、、人的人的人的人的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などなどなどなど、、、、今後今後今後今後につながるにつながるにつながるにつながる成果成果成果成果
についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 今回今回今回今回のののの訪米訪米訪米訪米でででで米国内米国内米国内米国内でのでのでのでのマスコミマスコミマスコミマスコミ等等等等からからからから沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地基地基地基地のののの過重負担過重負担過重負担過重負担をををを取取取取りりりり上上上上げるなどげるなどげるなどげるなど変化変化変化変化
もももも見見見見られるられるられるられる。。。。今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してじかにしてじかにしてじかにしてじかに米国米国米国米国にににに訴訴訴訴えることがえることがえることがえることが重要重要重要重要とととと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 普天間飛行場跡地利用普天間飛行場跡地利用普天間飛行場跡地利用普天間飛行場跡地利用についてについてについてについて、、、、県県県県・・・・宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のののの計画計画計画計画がががが進進進進んでいるようだがんでいるようだがんでいるようだがんでいるようだが、、、、具体的具体的具体的具体的
なななな工程表工程表工程表工程表をををを含含含含めめめめ進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、県県県県がががが計画計画計画計画しているしているしているしている軍用地軍用地軍用地軍用地のののの取得取得取得取得をををを促進促進促進促進すすすす
るためのるためのるためのるための基金基金基金基金のののの創設創設創設創設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)))) 米軍米軍米軍米軍のののの事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故、、、、騒音等環境問題騒音等環境問題騒音等環境問題騒音等環境問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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、、、、夜間外出禁止令夜間外出禁止令夜間外出禁止令夜間外出禁止令がががが一向一向一向一向にににに守守守守られていないことにられていないことにられていないことにられていないことに対対対対
しししし、、、、本県本県本県本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応対応対応対応がががが効果的効果的効果的効果的とととと考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。またまたまたまた、、、、森本防衛相森本防衛相森本防衛相森本防衛相がががが提案提案提案提案したとされるしたとされるしたとされるしたとされる
米軍米軍米軍米軍とのとのとのとの共同共同共同共同パトロールパトロールパトロールパトロールについてはについてはについてはについては、、、、身柄身柄身柄身柄のののの優先的確保優先的確保優先的確保優先的確保にににに対対対対するするするする認識不足認識不足認識不足認識不足があるのでがあるのでがあるのでがあるので
はないかはないかはないかはないか。。。。県警県警県警県警のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが公表公表公表公表したしたしたした2011201120112011年度年度年度年度のののの米軍嘉手納飛行場米軍嘉手納飛行場米軍嘉手納飛行場米軍嘉手納飛行場におけるにおけるにおけるにおける総離着陸等総離着陸等総離着陸等総離着陸等のののの回数回数回数回数によによによによ
るとるとるとると、、、、総数総数総数総数のののの３３３３割割割割をををを外来機外来機外来機外来機がががが占占占占めているめているめているめている。。。。政府政府政府政府がががが説明説明説明説明するするするする本県本県本県本県のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減とととと日米日米日米日米がががが合意合意合意合意
したしたしたした航空機騒音規制措置航空機騒音規制措置航空機騒音規制措置航空機騒音規制措置とのとのとのとの関連関連関連関連でででで県県県県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、、、、米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場のののの返還返還返還返還にににに伴伴伴伴うううう高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド移設工事移設工事移設工事移設工事にににに係係係係るるるる環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価（（（（アアアア
セスメントセスメントセスメントセスメント））））のののの再実施再実施再実施再実施をををを求求求求めるめるめるめる方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、そのそのそのその必要性等理由必要性等理由必要性等理由必要性等理由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。。。。

ｴｴｴｴ 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、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ににに関関関関するするするする全国行脚全国行脚全国行脚全国行脚をををを計画計画計画計画しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。
またまたまたまた、、、、本県本県本県本県のののの過重過重過重過重なななな基地負担基地負担基地負担基地負担のののの全国全国全国全国へのへのへのへの分散分散分散分散もももも想定想定想定想定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 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)))) 小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島へへへへ輸送輸送輸送輸送されるされるされるされる生活必需品生活必需品生活必需品生活必需品にににに係係係係るるるる輸送費経費等輸送費経費等輸送費経費等輸送費経費等にににに対対対対するするするする補助制度補助制度補助制度補助制度についてについてについてについて、、、、
県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島航路船舶等建造離島航路船舶等建造離島航路船舶等建造離島航路船舶等建造にににに対対対対するするするする支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて、、、、支援支援支援支援のののの内容内容内容内容、、、、規模及規模及規模及規模及びびびび対象等対象等対象等対象等、、、、県県県県のののの基基基基
本的本的本的本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島のののの魅力魅力魅力魅力をををを発信発信発信発信しししし、、、、知名度向上知名度向上知名度向上知名度向上をををを図図図図るためのるためのるためのるための沖縄離島戦略的情報発信支援事業沖縄離島戦略的情報発信支援事業沖縄離島戦略的情報発信支援事業沖縄離島戦略的情報発信支援事業につにつにつにつ
いていていていて、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状とととと効果等効果等効果等効果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。。。。

3333 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)))) 台風台風台風台風やややや大雨等自然災害大雨等自然災害大雨等自然災害大雨等自然災害のののの常襲地帯常襲地帯常襲地帯常襲地帯であるであるであるである本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、基幹作物基幹作物基幹作物基幹作物やおきなわやおきなわやおきなわやおきなわブランドブランドブランドブランド
のののの被害被害被害被害をををを最小限最小限最小限最小限にににに食食食食いとめるためのいとめるためのいとめるためのいとめるための対策対策対策対策とととと台風等台風等台風等台風等のののの自然災害自然災害自然災害自然災害にににに強強強強いいいい農産物農産物農産物農産物のののの生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大
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、、、、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。。。。

((((2222)))) おきなわおきなわおきなわおきなわブランドブランドブランドブランドのののの販売拡大販売拡大販売拡大販売拡大をををを図図図図るにはるにはるにはるには、、、、他県他県他県他県でででで生産生産生産生産されるされるされるされる同種商品同種商品同種商品同種商品とのとのとのとの区別化区別化区別化区別化をををを図図図図るるるる
ほかほかほかほか、、、、沖縄独自沖縄独自沖縄独自沖縄独自のののの販売網販売網販売網販売網のののの確立確立確立確立がががが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、、、、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。。。。
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((((3333)))) 地元農産物地元農産物地元農産物地元農産物のののの生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大とととと地産地消地産地消地産地消地産地消をををを推進推進推進推進するするするする観点観点観点観点からからからから、、、、学校給食学校給食学校給食学校給食にににに地元特産品地元特産品地元特産品地元特産品をををを活用活用活用活用
するするするする事業事業事業事業がががが進進進進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、、、、事業内容事業内容事業内容事業内容とととと今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように地域地域地域地域・・・・産物産物産物産物をををを拡大拡大拡大拡大していくかしていくかしていくかしていくか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 日本日本日本日本へのへのへのへの米国産牛肉米国産牛肉米国産牛肉米国産牛肉のののの輸入規制問題輸入規制問題輸入規制問題輸入規制問題がががが決着決着決着決着するするするする見通見通見通見通しとなったようだがしとなったようだがしとなったようだがしとなったようだが、、、、月齢月齢月齢月齢20202020カカカカ月以月以月以月以
下下下下からからからから30303030カカカカ月以下月以下月以下月以下にににに緩和緩和緩和緩和されることでされることでされることでされることで本県本県本県本県へのへのへのへの影響影響影響影響はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定））））等等等等についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは、、、、12121212月中月中月中月中にもにもにもにもＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加をををを表明表明表明表明するとするとするとすると言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、そのそのそのその前前前前にににに我我我我がががが国農業国農業国農業国農業のありのありのありのあり
方方方方、、、、農家農家農家農家のののの生活向上生活向上生活向上生活向上などなどなどなど農業農業農業農業のののの強化策強化策強化策強化策をををを打打打打ちちちち出出出出すことがすことがすことがすことが先決先決先決先決ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加によりによりによりにより我我我我がががが国農業国農業国農業国農業はははは大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けるとけるとけるとけると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、本県農業本県農業本県農業本県農業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響にににに
ついてついてついてついて、、、、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試算試算試算試算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 福祉問題福祉問題福祉問題福祉問題についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子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

ｱｱｱｱ 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの一環一環一環一環としてのとしてのとしてのとしての預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育についてについてについてについて、、、、保育時間保育時間保育時間保育時間のののの延長延長延長延長やややや休業日休業日休業日休業日におけるにおけるにおけるにおける預預預預
かりのかりのかりのかりの実施実施実施実施などなどなどなど保育保育保育保育のののの充実充実充実充実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、、、、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。。。。

ｲｲｲｲ 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて関連関連関連関連３３３３法法法法のののの成立成立成立成立によりによりによりにより、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援等支援等支援等支援等はははは
どのようにどのようにどのようにどのように変変変変わるかわるかわるかわるか。。。。またまたまたまた、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園のののの拡充拡充拡充拡充にににに伴伴伴伴いいいい、、、、保育保育保育保育はははは民間民間民間民間でででで幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園はははは公立公立公立公立とととと
いういういういう形態形態形態形態でのでのでのでの連携連携連携連携はははは可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 障害障害障害障害をををを持持持持つつつつ子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが、、、、生生生生きききき生生生生きときときときと学学学学びびびび活躍活躍活躍活躍できるできるできるできる地域環境地域環境地域環境地域環境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、、、、県県県県のののの基基基基
本的本的本的本的なななな考考考考えとえとえとえ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。。。。

ｴｴｴｴ 県内県内県内県内のののの学童保育学童保育学童保育学童保育はははは民立民営民立民営民立民営民立民営がががが多多多多くをくをくをくを占占占占めているためめているためめているためめているため、、、、保育料保育料保育料保育料はははは全国平均全国平均全国平均全国平均にににに比比比比べべべべ倍近倍近倍近倍近
くくくく、、、、入所入所入所入所できないできないできないできない家庭家庭家庭家庭がががが多多多多いといといといと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、ひとりひとりひとりひとり親親親親やややや共働共働共働共働きききき家庭家庭家庭家庭がががが多多多多いいいい本県本県本県本県のののの状状状状
況況況況からからからから保育環境保育環境保育環境保育環境のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。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。。。。

((((2222)))) 地域医療地域医療地域医療地域医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの医師不足医師不足医師不足医師不足のののの解消解消解消解消にににに向向向向けけけけ、、、、今後今後今後今後５５５５年間年間年間年間でででで医師不足地域医師不足地域医師不足地域医師不足地域へのへのへのへの医師派遣体制医師派遣体制医師派遣体制医師派遣体制のののの
確立確立確立確立とととと産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科・・・・小児科医師小児科医師小児科医師小児科医師のののの確保対策確保対策確保対策確保対策をどのようにをどのようにをどのようにをどのように行行行行うかうかうかうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足へのへのへのへの対応対応対応対応とととと７７７７対対対対１１１１体制体制体制体制のののの完全実施完全実施完全実施完全実施にににに向向向向けたけたけたけた目標年次目標年次目標年次目標年次をををを含含含含むむむむ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。。。。

ｳｳｳｳ 県立病院施設県立病院施設県立病院施設県立病院施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化やややや老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策としてとしてとしてとして、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画実施計画実施計画実施計画」」」」期間中期間中期間中期間中にににに
おけるおけるおけるおける建建建建てかえをてかえをてかえをてかえを含含含含めためためためた整備計画整備計画整備計画整備計画についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設のののの増設増設増設増設とととと老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる施設施設施設施設のののの建建建建てかえなどてかえなどてかえなどてかえなど、、、、整備計画整備計画整備計画整備計画についてについてについてについて伺伺伺伺
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05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 28282828分分分分 末松末松末松末松　　　　文信文信文信文信（（（（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 新新新新たなたなたなたな沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興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)))) 自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済のののの構築構築構築構築のためにはのためにはのためにはのためには新新新新たなたなたなたなリーディングリーディングリーディングリーディング産業産業産業産業のののの創設創設創設創設がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、空港空港空港空港・・・・港湾港湾港湾港湾
のののの物流機能物流機能物流機能物流機能をををを活用活用活用活用したしたしたした臨空臨空臨空臨空・・・・臨港型産業臨港型産業臨港型産業臨港型産業のののの集積集積集積集積がががが期待期待期待期待されているがされているがされているがされているが、、、、県県県県のののの基本構想基本構想基本構想基本構想、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2013201320132013年度沖縄振興年度沖縄振興年度沖縄振興年度沖縄振興にににに関関関関するするするする予算予算予算予算についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、3000300030003000億円規模億円規模億円規模億円規模のののの予算額予算額予算額予算額とととと沖縄振興交沖縄振興交沖縄振興交沖縄振興交
付金付金付金付金のののの所要額所要額所要額所要額のののの確保確保確保確保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、、、、衆議院選衆議院選衆議院選衆議院選とのとのとのとの関連関連関連関連でででで見通見通見通見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。。。。

((((3333)))) 2014201420142014年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税にににに関連関連関連関連しししし、、、、自動車取得税自動車取得税自動車取得税自動車取得税とととと重量税重量税重量税重量税のののの廃止廃止廃止廃止をををを求求求求めるめるめるめる動動動動きがあきがあきがあきがあ
るがるがるがるが、、、、全国知事会全国知事会全国知事会全国知事会のののの反応反応反応反応とととと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 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)))) ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績とととと今後今後今後今後のののの誘致目標誘致目標誘致目標誘致目標についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥをををを受受受受けけけけ
入入入入れるれるれるれる県内事業者県内事業者県内事業者県内事業者のののの体制体制体制体制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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 海外海外海外海外からのからのからのからの誘客誘客誘客誘客をををを図図図図るためるためるためるため、、、、県内県内県内県内にににに進出進出進出進出しているしているしているしている世界的世界的世界的世界的ななななブランドブランドブランドブランド力力力力をををを持持持持つつつつホテルホテルホテルホテルとととと連携連携連携連携
しししし、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパややややアジアアジアアジアアジアののののマーケットマーケットマーケットマーケットのののの開拓開拓開拓開拓につなげるべきとにつなげるべきとにつなげるべきとにつなげるべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 県県県県がががが実施実施実施実施するするするするスポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム戦略推進事業戦略推進事業戦略推進事業戦略推進事業についてについてについてについて、、、、事業内容事業内容事業内容事業内容とととと支援対象支援対象支援対象支援対象、、、、事業事業事業事業
のののの効果等効果等効果等効果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。。。。

3333 土木建築関係土木建築関係土木建築関係土木建築関係についてについてについてについて

((((1111)))) 中南部圏西海岸中南部圏西海岸中南部圏西海岸中南部圏西海岸のののの地域拠点地域拠点地域拠点地域拠点やややや広域交通拠点広域交通拠点広域交通拠点広域交通拠点としてとしてとしてとして交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの緩和緩和緩和緩和にににに資資資資するするするする沖縄西海沖縄西海沖縄西海沖縄西海
岸道路岸道路岸道路岸道路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、、、、計画計画計画計画のののの概要概要概要概要とととと進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 自転車道自転車道自転車道自転車道のののの整備整備整備整備やややや駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場のののの設置設置設置設置によりによりによりにより、、、、歩行者歩行者歩行者歩行者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保やややや自転車走行空間自転車走行空間自転車走行空間自転車走行空間のののの整備整備整備整備をををを
図図図図るるるる必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県内建設業県内建設業県内建設業県内建設業はははは中小零細中小零細中小零細中小零細なななな企業企業企業企業がががが多多多多くをくをくをくを占占占占めるめるめるめる上上上上、、、、建設投資額建設投資額建設投資額建設投資額のののの減少減少減少減少、、、、受注競争受注競争受注競争受注競争のののの激化激化激化激化
などでなどでなどでなどで倒産倒産倒産倒産・・・・廃業廃業廃業廃業がががが増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、新分野新分野新分野新分野へのへのへのへの進出進出進出進出、、、、企業企業企業企業のののの再編統合再編統合再編統合再編統合がががが課題課題課題課題とととと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。
県県県県としてとりとしてとりとしてとりとしてとり得得得得るるるる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。。。。

4444 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化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)))) 本県本県本県本県はははは小中全学年小中全学年小中全学年小中全学年におけるにおけるにおけるにおける少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの導入導入導入導入・・・・拡大拡大拡大拡大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、、、、現在現在現在現在のののの進進進進状況状況状況状況とととと
今後今後今後今後のののの推進計画推進計画推進計画推進計画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)))) 子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが将来将来将来将来にににに向向向向けたけたけたけた職業観職業観職業観職業観やややや勤労意欲勤労意欲勤労意欲勤労意欲をををを培培培培うためのうためのうためのうための職業教育職業教育職業教育職業教育についてについてについてについて、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関
とのとのとのとの連携連携連携連携はどのようにとられているかはどのようにとられているかはどのようにとられているかはどのようにとられているか、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 発達障害発達障害発達障害発達障害のあるのあるのあるのある児童児童児童児童にににに対対対対するするするする教育教育教育教育はよりはよりはよりはより早期早期早期早期のののの支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とされるがとされるがとされるがとされるが、、、、発達障害発達障害発達障害発達障害のあるのあるのあるのある
児童児童児童児童のののの特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた個別指導個別指導個別指導個別指導はははは教育現場教育現場教育現場教育現場においてにおいてにおいてにおいて可能可能可能可能であるかであるかであるかであるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、建設計画建設計画建設計画建設計画のののの概要概要概要概要とととと建設場所等建設場所等建設場所等建設場所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 那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路のののの拡張整備拡張整備拡張整備拡張整備についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路のののの拡張整備拡張整備拡張整備拡張整備にににに合合合合わせわせわせわせ国内線国内線国内線国内線・・・・国際線旅客国際線旅客国際線旅客国際線旅客ターミナルターミナルターミナルターミナルやややや航空機整備場航空機整備場航空機整備場航空機整備場、、、、
エプロンエプロンエプロンエプロン等等等等のののの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの総合的総合的総合的総合的なななな整備計画整備計画整備計画整備計画についてについてについてについて、、、、完成時期完成時期完成時期完成時期をををを含含含含めめめめ伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路のののの拡張整備拡張整備拡張整備拡張整備をををを2013201320132013年度年度年度年度からからからから５５５５年年年年でのでのでのでの供用開始供用開始供用開始供用開始をををを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。そそそそ
れにれにれにれに合合合合わせたわせたわせたわせた新国際線新国際線新国際線新国際線ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの建設及建設及建設及建設及びびびび国内線国内線国内線国内線ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの増設等増設等増設等増設等、、、、新新新新たなたなたなたな那覇那覇那覇那覇
空港空港空港空港のののの機能整備機能整備機能整備機能整備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いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((3333)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港とととと沖縄自動車道沖縄自動車道沖縄自動車道沖縄自動車道をををを連結連結連結連結するするするする那覇空港自動車道那覇空港自動車道那覇空港自動車道那覇空港自動車道のののの整備状況整備状況整備状況整備状況とととと供用開始時期供用開始時期供用開始時期供用開始時期にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 産業廃棄物対策産業廃棄物対策産業廃棄物対策産業廃棄物対策についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおけ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についてについてについてについて、、、、残余年数残余年数残余年数残余年数がががが３３３３年余年余年余年余とととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、現在現在現在現在のののの
状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場のののの建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地のうちのうちのうちのうち名護市安和名護市安和名護市安和名護市安和にににに建設建設建設建設することをすることをすることをすることを検討検討検討検討しているようだしているようだしているようだしているようだ
がががが、、、、計画計画計画計画のののの概要概要概要概要、、、、選定選定選定選定にににに至至至至ったったったった理由理由理由理由とととと地元地元地元地元とのとのとのとの調整調整調整調整はははは進進進進んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 北部振興策北部振興策北部振興策北部振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 名護市名護市名護市名護市のののの金融特区金融特区金融特区金融特区でででで認定企業認定企業認定企業認定企業がふえないがふえないがふえないがふえない要因要因要因要因としてとしてとしてとして何何何何がががが考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか。。。。またまたまたまた、、、、県県県県やややや名護名護名護名護
市市市市がががが求求求求めているめているめているめている金融特区規制緩和金融特区規制緩和金融特区規制緩和金融特区規制緩和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対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの産業集積産業集積産業集積産業集積のののの活性化活性化活性化活性化をををを目指目指目指目指すすすす沖縄北部地域産業活性化協議会沖縄北部地域産業活性化協議会沖縄北部地域産業活性化協議会沖縄北部地域産業活性化協議会についてについてについてについて、、、、基基基基
本計画本計画本計画本計画とととと国国国国・・・・県県県県のののの支援体制支援体制支援体制支援体制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)))) プロプロプロプロのののの投資家向投資家向投資家向投資家向けのけのけのけの新興市場新興市場新興市場新興市場（ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ）（ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ）（ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ）（ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ）のののの上場審査等上場審査等上場審査等上場審査等をををを行行行行うううう「ＯＫＩＮ「ＯＫＩＮ「ＯＫＩＮ「ＯＫＩＮ
ＡＷＡ　ＪＡＷＡ　ＪＡＷＡ　ＪＡＷＡ　Ｊアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー」」」」がががが設立設立設立設立されたされたされたされた狙狙狙狙いといといといと、、、、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか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05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 15151515分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対県民大会実行委員会配備反対県民大会実行委員会配備反対県民大会実行委員会配備反対県民大会実行委員会がががが年末年末年末年末からからからから年明年明年明年明けにかけてけにかけてけにかけてけにかけて、、、、県下全市町村県下全市町村県下全市町村県下全市町村
長長長長、、、、議長議長議長議長らのらのらのらの総理直訴行動総理直訴行動総理直訴行動総理直訴行動をををを計画計画計画計画しているがしているがしているがしているが、、、、知事知事知事知事もともにもともにもともにもともに行動行動行動行動するするするする考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか。。。。

((((2222)))) 米海軍兵米海軍兵米海軍兵米海軍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米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場へのへのへのへのＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備中止配備中止配備中止配備中止
をををを求求求求めためためためた知事知事知事知事のののの訪米訪米訪米訪米についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県地域安全政策課県地域安全政策課県地域安全政策課県地域安全政策課のののの県外県外県外県外・・・・国外移設国外移設国外移設国外移設にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体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明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((3333)))) 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ににに関関関関しししし、、、、野田政権野田政権野田政権野田政権はははは衆議院選前衆議院選前衆議院選前衆議院選前のののの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを見送見送見送見送ったったったった。。。。言言言言
いかえればいかえればいかえればいかえれば、、、、選挙選挙選挙選挙がががが終終終終わればいつわればいつわればいつわればいつ申請申請申請申請されてもおかしくないされてもおかしくないされてもおかしくないされてもおかしくない状況状況状況状況だだだだ。。。。埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請がなされがなされがなされがなされ
たたたた場合場合場合場合のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 昨日昨日昨日昨日（（（（12121212月月月月４４４４日日日日）、）、）、）、衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙がががが公示公示公示公示されされされされ選挙戦選挙戦選挙戦選挙戦にににに突入突入突入突入したしたしたした。。。。以下以下以下以下、、、、今回今回今回今回のののの選挙選挙選挙選挙におけるにおけるにおけるにおける
争点争点争点争点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政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税へのへのへのへの賛否賛否賛否賛否とそのとそのとそのとその理由理由理由理由についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加にににに対対対対するするするする是非是非是非是非とそのとそのとそのとその理由理由理由理由についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｳｳｳｳ 憲法改定憲法改定憲法改定憲法改定、、、、特特特特にににに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のののの容認容認容認容認、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの「「「「国防軍国防軍国防軍国防軍」」」」化化化化、「、「、「、「国家緊急事態国家緊急事態国家緊急事態国家緊急事態」」」」条条条条
項項項項のののの創設創設創設創設、、、、天皇天皇天皇天皇をををを「「「「国家元首国家元首国家元首国家元首」」」」とすることとすることとすることとすること、、、、首相公選制首相公選制首相公選制首相公選制のののの導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、賛否賛否賛否賛否とととと理由理由理由理由をををを明明明明
らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 日米合意違反日米合意違反日米合意違反日米合意違反ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ訓練訓練訓練訓練についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 制限時間外飛行制限時間外飛行制限時間外飛行制限時間外飛行、、、、住宅密集地域上空住宅密集地域上空住宅密集地域上空住宅密集地域上空でのでのでのでのヘリモードヘリモードヘリモードヘリモード飛行飛行飛行飛行、、、、コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート塊塊塊塊をつりをつりをつりをつり下下下下げてげてげてげて
のののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練などなどなどなど日米合意違反日米合意違反日米合意違反日米合意違反のやりたいのやりたいのやりたいのやりたい放題放題放題放題のののの訓練強行訓練強行訓練強行訓練強行がががが続続続続いているがいているがいているがいているが、、、、市町村市町村市町村市町村とととと連連連連
携携携携しししし、、、、合意違反合意違反合意違反合意違反をををを裏裏裏裏づけるにづけるにづけるにづけるに足足足足るるるるデータデータデータデータをををを収集収集収集収集できているかできているかできているかできているか、、、、違反内容違反内容違反内容違反内容とととと違反回数違反回数違反回数違反回数をそをそをそをそ
れぞれれぞれれぞれれぞれ明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした上上上上でででで県県県県のののの見解見解見解見解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 伊江島補助飛行場伊江島補助飛行場伊江島補助飛行場伊江島補助飛行場はははは「「「「補助飛行場補助飛行場補助飛行場補助飛行場につきにつきにつきにつき騒音防止協定対象外騒音防止協定対象外騒音防止協定対象外騒音防止協定対象外」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識をををを示示示示したしたしたした外務外務外務外務
省省省省のののの見解見解見解見解にににに対対対対するするするする県県県県のののの考考考考えについてえについてえについてえについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 関連関連関連関連してしてしてして、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは去去去去るるるる11111111月月月月22222222日日日日、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度にににに普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場でででで実施実施実施実施したしたしたした米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリのののの
飛行状況調査結果飛行状況調査結果飛行状況調査結果飛行状況調査結果をををを公表公表公表公表したしたしたした。。。。航跡図航跡図航跡図航跡図データデータデータデータではではではでは住宅密集地上空住宅密集地上空住宅密集地上空住宅密集地上空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運用状況運用状況運用状況運用状況がががが明明明明らかになったがらかになったがらかになったがらかになったが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米兵事件米兵事件米兵事件米兵事件についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ことしことしことしことし８８８８月月月月のののの米海兵隊員米海兵隊員米海兵隊員米海兵隊員によるによるによるによる女性女性女性女性へのへのへのへの強制強制強制強制わいせつわいせつわいせつわいせつ致傷事件致傷事件致傷事件致傷事件にににに続続続続きききき、、、、去去去去るるるる10101010月月月月、、、、米海米海米海米海
軍兵軍兵軍兵軍兵２２２２名名名名によるによるによるによる集団暴行致傷事件集団暴行致傷事件集団暴行致傷事件集団暴行致傷事件がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。県議会県議会県議会県議会はははは「「「「激激激激しいしいしいしい憤憤憤憤りをりをりをりを禁禁禁禁じじじじ得得得得ないないないない」」」」とととと強強強強
くくくく批判批判批判批判するするするする抗議決議抗議決議抗議決議抗議決議とととと意見書意見書意見書意見書をををを全会一致全会一致全会一致全会一致でででで可決可決可決可決したしたしたした。。。。決議決議決議決議ではではではでは個別個別個別個別のののの施設名施設名施設名施設名をををを特定特定特定特定せせせせ
ずにずにずにずに初初初初めてめてめてめて在沖在沖在沖在沖のののの全米軍基地全米軍基地全米軍基地全米軍基地をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした「「「「返還返還返還返還のののの促進促進促進促進」」」」をををを要求要求要求要求しているしているしているしている。。。。基地基地基地基地あるあるあるある限限限限りりりり
県民県民県民県民のののの人権人権人権人権・・・・尊厳尊厳尊厳尊厳はははは守守守守ることができないることができないることができないることができない。。。。女性暴行事件女性暴行事件女性暴行事件女性暴行事件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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 関連関連関連関連してしてしてして、、、、県県県県はははは性被害性被害性被害性被害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をををを設置設置設置設置するするするする考考考考えがあるかえがあるかえがあるかえがあるか、、、、検討状況検討状況検討状況検討状況をををを
踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｳｳｳｳ 去去去去るるるる11111111月月月月２２２２日日日日、、、、読谷村読谷村読谷村読谷村でででで嘉手納基地所属空軍兵嘉手納基地所属空軍兵嘉手納基地所属空軍兵嘉手納基地所属空軍兵によるによるによるによる住居侵入住居侵入住居侵入住居侵入、、、、傷害傷害傷害傷害、、、、器物損壊事件器物損壊事件器物損壊事件器物損壊事件
がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。このこのこのこの凶悪非道凶悪非道凶悪非道凶悪非道なななな米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪にににに対対対対しししし、、、、森本防衛大臣森本防衛大臣森本防衛大臣森本防衛大臣やややや吉良外務副大臣吉良外務副大臣吉良外務副大臣吉良外務副大臣がががが、、、、
「「「「事件事件事件事件」」」」をををを単単単単なるなるなるなる「「「「事故事故事故事故」」」」とととと表現表現表現表現するするするするコメントコメントコメントコメントをををを発発発発したことにしたことにしたことにしたこと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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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ｴｴｴｴ 事件当日事件当日事件当日事件当日、、、、捜査着手捜査着手捜査着手捜査着手のののの段階段階段階段階でででで藤村官房長官藤村官房長官藤村官房長官藤村官房長官がががが「「「「身柄引身柄引身柄引身柄引きききき渡渡渡渡しはしはしはしは必要必要必要必要ないないないない」」」」とのとのとのとの見解見解見解見解をををを
示示示示したがしたがしたがしたが、、、、捜査捜査捜査捜査にににに対対対対するするするする政治政治政治政治のののの不当介入不当介入不当介入不当介入ではないかではないかではないかではないか。。。。県警本部長県警本部長県警本部長県警本部長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 読谷村読谷村読谷村読谷村においてにおいてにおいてにおいて、、、、県警県警県警県警がががが起訴前起訴前起訴前起訴前のののの身柄引身柄引身柄引身柄引きききき渡渡渡渡しをしをしをしを求求求求めなかったことにめなかったことにめなかったことにめなかったことに対対対対するするするする県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りりりり
はははは大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、県警本部長県警本部長県警本部長県警本部長はどのようにはどのようにはどのようにはどのように受受受受けとめるのかけとめるのかけとめるのかけとめるのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 普天間基地所属普天間基地所属普天間基地所属普天間基地所属のののの海兵隊員海兵隊員海兵隊員海兵隊員がががが基地外基地外基地外基地外にににに脱走脱走脱走脱走したがしたがしたがしたが、、、、県県県県へのへのへのへの連絡連絡連絡連絡はははは米軍米軍米軍米軍のののの脱走認定後脱走認定後脱走認定後脱走認定後
からからからから11111111日後日後日後日後であったであったであったであった。。。。2008200820082008年年年年５５５５月月月月のののの日米合意日米合意日米合意日米合意ではではではでは、「、「、「、「脱走兵脱走兵脱走兵脱走兵のののの認定後認定後認定後認定後、、、、ただちにただちにただちにただちに逮捕要逮捕要逮捕要逮捕要
請請請請をををを行行行行うううう」」」」ことになっておりことになっておりことになっておりことになっており、、、、余余余余りにもりにもりにもりにも遅遅遅遅いいいい。。。。市町村市町村市町村市町村にににに連絡連絡連絡連絡がががが届届届届くまでくまでくまでくまで約約約約２２２２週間週間週間週間をををを要要要要したこしたこしたこしたこ
とについてとについてとについてとについて、、、、県県県県はははは米軍当局米軍当局米軍当局米軍当局やややや外務省外務省外務省外務省にににに抗議抗議抗議抗議したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

ｷｷｷｷ 2008200820082008年年年年のののの日米合意以降日米合意以降日米合意以降日米合意以降、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける米側米側米側米側からからからから日本側日本側日本側日本側へのへのへのへの逮捕要請件数及逮捕要請件数及逮捕要請件数及逮捕要請件数及びびびび逮捕状逮捕状逮捕状逮捕状
況況況況についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｸｸｸｸ 自治体自治体自治体自治体にににに通報通報通報通報されるされるされるされる脱走情報脱走情報脱走情報脱走情報はははは、、、、①①①①、、、、脱走認定年月日脱走認定年月日脱走認定年月日脱走認定年月日、、、、②②②②、、、、逮捕要請逮捕要請逮捕要請逮捕要請したしたしたした米軍施設米軍施設米軍施設米軍施設・・・・
区域区域区域区域、、、、③③③③、、、、脱走者数脱走者数脱走者数脱走者数、、、、④④④④、、、、身柄確保身柄確保身柄確保身柄確保のののの情報情報情報情報のののの４４４４点点点点だけだだけだだけだだけだ。。。。逮捕要請逮捕要請逮捕要請逮捕要請があったところでがあったところでがあったところでがあったところで氏氏氏氏
名名名名やややや年齢年齢年齢年齢、、、、性別性別性別性別すらわからないすらわからないすらわからないすらわからない状況状況状況状況ではではではでは捜査捜査捜査捜査のののの難航難航難航難航はははは目目目目にににに見見見見えておりえておりえておりえており、、、、逮捕逮捕逮捕逮捕はははは不可能不可能不可能不可能
だだだだ。。。。県県県県（（（（県警県警県警県警））））はははは、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに自治体自治体自治体自治体へのへのへのへの脱走情報見直脱走情報見直脱走情報見直脱走情報見直しをしをしをし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伺伺伺伺
うううう。。。。

ｹｹｹｹ 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪をををを受受受受けけけけ、、、、県県県県はははは日米日米日米日米のののの関係機関関係機関関係機関関係機関にににに「「「「米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属等軍属等軍属等軍属等によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故防止事故防止事故防止事故防止
のためののためののためののための協力協力協力協力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（ＣＷＴ）」（ＣＷＴ）」（ＣＷＴ）」（ＣＷＴ）」のののの改善改善改善改善などなどなどなど協議協議協議協議のののの場場場場のののの新設新設新設新設をををを求求求求めためためためた。。。。そのそのそのその
後後後後、、、、11111111月月月月28282828日日日日にににに特別会議特別会議特別会議特別会議がががが開開開開かれているがかれているがかれているがかれているが、、、、協議協議協議協議のののの詳細詳細詳細詳細とととと新新新新たなたなたなたな「「「「協議協議協議協議のののの場場場場」」」」設置設置設置設置のののの見見見見
込込込込みはあるかみはあるかみはあるかみはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 去去去去るるるる11111111月月月月30303030日日日日、、、、第三次嘉手納爆音差第三次嘉手納爆音差第三次嘉手納爆音差第三次嘉手納爆音差しししし止止止止めめめめ訴訟訴訟訴訟訴訟のののの一部原告一部原告一部原告一部原告144144144144人人人人がががが、、、、2010201020102010年年年年のののの４４４４月施月施月施月施
行行行行のののの「「「「外交等外交等外交等外交等にににに対対対対するわがするわがするわがするわが国国国国のののの民事裁判権民事裁判権民事裁判権民事裁判権にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」をををを法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠としとしとしとし、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府をををを
相手相手相手相手にににに夜間夜間夜間夜間・・・・早朝早朝早朝早朝のののの飛行飛行飛行飛行やややや騒音騒音騒音騒音のののの差差差差しとめとしとめとしとめとしとめと総額総額総額総額２２２２億億億億1600160016001600万円万円万円万円のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを求求求求めるめるめるめる「「「「対対対対
米訴訟米訴訟米訴訟米訴訟」」」」をををを那覇地裁沖縄支部那覇地裁沖縄支部那覇地裁沖縄支部那覇地裁沖縄支部でででで起起起起こしたこしたこしたこした。。。。提訴提訴提訴提訴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所見所見所見所見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 ハンセンハンセンハンセンハンセン病非入所者病非入所者病非入所者病非入所者のののの多多多多くがくがくがくが国国国国からのからのからのからの和解一時金和解一時金和解一時金和解一時金やややや経済的支援経済的支援経済的支援経済的支援のためののためののためののための給与金給与金給与金給与金をををを受受受受けけけけ
取取取取っていないっていないっていないっていない状況状況状況状況がががが続続続続いているいているいているいている。。。。背景背景背景背景にはにはにはには「「「「元患者元患者元患者元患者」」」」とととと知知知知られることへのられることへのられることへのられることへの不安不安不安不安もあるともあるともあるともあると思思思思うがうがうがうが、、、、
制度自体制度自体制度自体制度自体をををを知知知知らないらないらないらない人人人人もももも相当数相当数相当数相当数いるといるといるといると見見見見られるられるられるられる。。。。

((((1111)))) 現段階現段階現段階現段階でででで県県県県がががが把握把握把握把握しているしているしているしている非入所者数非入所者数非入所者数非入所者数についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((2222)))) 周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底がががが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、、、、県県県県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 県立病院問題県立病院問題県立病院問題県立病院問題についてについてについてについて
　　　　県立病院県立病院県立病院県立病院のののの経営再建検証委員会経営再建検証委員会経営再建検証委員会経営再建検証委員会のののの平成平成平成平成24242424年度検証結果報告書案年度検証結果報告書案年度検証結果報告書案年度検証結果報告書案がががが示示示示されたされたされたされた。。。。

((((1111)))) 報告書案報告書案報告書案報告書案ではではではでは、、、、平成平成平成平成21212121年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成23232323年度年度年度年度までのまでのまでのまでの病院事業局病院事業局病院事業局病院事業局のののの「「「「経営再建計画経営再建計画経営再建計画経営再建計画」」」」等等等等にににに
沿沿沿沿ったったったった経営全般経営全般経営全般経営全般にわたるにわたるにわたるにわたる改革改革改革改革のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの成果成果成果成果にににに対対対対しししし、、、、““““経営改善経営改善経営改善経営改善をををを実現実現実現実現したものしたものしたものしたもの””””とととと評評評評
価価価価しておりしておりしておりしており、、、、持続的持続的持続的持続的なななな経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化がががが達成達成達成達成されるされるされるされる見込見込見込見込みがあるかについてはさらなるみがあるかについてはさらなるみがあるかについてはさらなるみがあるかについてはさらなる経経経経
営改善営改善営改善営改善がががが行行行行われることをわれることをわれることをわれることを前提前提前提前提としてとしてとしてとして達成見込達成見込達成見込達成見込みがあるとのみがあるとのみがあるとのみがあるとの報告書案報告書案報告書案報告書案がががが示示示示されているされているされているされている。。。。報告報告報告報告
書案書案書案書案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所見所見所見所見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)))) またまたまたまた、、、、報告書案報告書案報告書案報告書案ではではではでは人材確保人材確保人材確保人材確保、、、、医師医師医師医師のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる増員増員増員増員、、、、全病院全病院全病院全病院でのでのでのでの７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制、、、、リハビリリハビリリハビリリハビリ
部門部門部門部門をををを含含含含むむむむ患者患者患者患者がががが求求求求めるめるめるめる経営改善経営改善経営改善経営改善につながるにつながるにつながるにつながる人員人員人員人員のののの配置配置配置配置にににに必要必要必要必要となるとなるとなるとなる定数条例定数条例定数条例定数条例のののの改正改正改正改正
についてについてについてについて指摘指摘指摘指摘があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県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 うるまうるまうるまうるま市平安座市平安座市平安座市平安座のののの原油流出事故原油流出事故原油流出事故原油流出事故についてについてについてについて
　　　　うるまうるまうるまうるま市与那城平安座市与那城平安座市与那城平安座市与那城平安座のののの石油備蓄会社石油備蓄会社石油備蓄会社石油備蓄会社「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ターミナルターミナルターミナルターミナル」」」」でででで去去去去るるるる11111111月月月月７７７７日日日日、、、、原油流出事故原油流出事故原油流出事故原油流出事故
がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。地元住民初地元住民初地元住民初地元住民初めめめめ周辺自治体周辺自治体周辺自治体周辺自治体にまでにまでにまでにまで被害被害被害被害がががが及及及及んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。

((((1111)))) 事故概要事故概要事故概要事故概要をををを説明説明説明説明したしたしたした上上上上でででで原油原油原油原油のののの抜抜抜抜きききき取取取取りりりり・・・・移移移移しかえしかえしかえしかえ作業作業作業作業やややや、、、、残渣残渣残渣残渣のののの回収回収回収回収などすべてのなどすべてのなどすべてのなどすべての作作作作
業業業業のののの工程工程工程工程をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその間間間間のののの引火防止策引火防止策引火防止策引火防止策のののの体制体制体制体制とととと現在現在現在現在のののの進進進進状況状況状況状況、、、、効果等効果等効果等効果等にににに
ついてついてついて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。。。。

((((2222)))) 体調不良体調不良体調不良体調不良などなどなどなど健康被害者健康被害者健康被害者健康被害者のののの数数数数をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。またまたまたまた、、、、事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時からからからから今日今日今日今日までのまでのまでのまでの
間間間間、、、、大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法にににに基基基基づきづきづきづき検出検出検出検出されたされたされたされたベンゼンベンゼンベンゼンベンゼンのののの数値数値数値数値、、、、悪臭防止法悪臭防止法悪臭防止法悪臭防止法にににに基基基基づくづくづくづく悪臭悪臭悪臭悪臭のののの
測定数値測定数値測定数値測定数値のののの推移推移推移推移をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。
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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05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 15151515分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（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 教育教育教育教育についてについてについてについて

((((1111)))) 全国的全国的全国的全国的にににに「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」がががが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題になっているになっているになっているになっている。。。。いじめはいじめはいじめはいじめは早期発見早期発見早期発見早期発見、、、、早期対策早期対策早期対策早期対策がががが重要重要重要重要だとだとだとだと
言言言言われているわれているわれているわれている。。。。またまたまたまた、、、、子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは担任担任担任担任がががが聞聞聞聞いてもいてもいてもいても事実事実事実事実をををを話話話話してくれないしてくれないしてくれないしてくれないケースケースケースケースもももも多多多多いといといといと言言言言
われわれわれわれ、、、、担任担任担任担任、、、、部活顧問部活顧問部活顧問部活顧問、、、、養護教諭等養護教諭等養護教諭等養護教諭等がががが連携連携連携連携しししし、、、、教師集団教師集団教師集団教師集団でででで対応対応対応対応しているしているしているしているケースケースケースケースもあるといもあるといもあるといもあるとい
うううう。。。。さらにはさらにはさらにはさらには、、、、予防教育予防教育予防教育予防教育にににに力力力力をををを入入入入れるれるれるれる学校学校学校学校もあるもあるもあるもある。。。。沖縄県教育委員会沖縄県教育委員会沖縄県教育委員会沖縄県教育委員会やややや県内県内県内県内のののの学校学校学校学校におにおにおにお
けるけるけるける取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで紹介紹介紹介紹介したいしたいしたいしたい主主主主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。。。。

((((2222)))) 秋田県秋田県秋田県秋田県はははは30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級のののの先進県先進県先進県先進県であるであるであるである。。。。30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級をををを早期早期早期早期にににに実現実現実現実現すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない
かかかか、、、、計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 大山盛保氏大山盛保氏大山盛保氏大山盛保氏のののの生誕生誕生誕生誕100100100100周年周年周年周年になるになるになるになる。。。。港川人発見港川人発見港川人発見港川人発見のののの意義意義意義意義とととと大山盛保氏大山盛保氏大山盛保氏大山盛保氏のののの功績功績功績功績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)))) 初代沖縄県立盲学校校長故高橋福治氏初代沖縄県立盲学校校長故高橋福治氏初代沖縄県立盲学校校長故高橋福治氏初代沖縄県立盲学校校長故高橋福治氏のののの伝記伝記伝記伝記「「「「デイゴデイゴデイゴデイゴのののの花花花花かげかげかげかげ」」」」のののの作者赤座憲久氏作者赤座憲久氏作者赤座憲久氏作者赤座憲久氏がががが
８８８８月月月月31313131日日日日にににに亡亡亡亡くなったとくなったとくなったとくなったと新聞新聞新聞新聞でででで報道報道報道報道されたされたされたされた。。。。赤座氏赤座氏赤座氏赤座氏のののの功績功績功績功績とととと沖縄沖縄沖縄沖縄とのかかわりについてとのかかわりについてとのかかわりについてとのかかわりについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 小学校小学校小学校小学校ののののトイレトイレトイレトイレでででで排便排便排便排便しないしないしないしない子供子供子供子供はははは３３３３割割割割、、、、小学校小学校小学校小学校でででで排便排便排便排便をををを我慢我慢我慢我慢したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある子子子子はははは半数近半数近半数近半数近
いことがいことがいことがいことが全国調査全国調査全国調査全国調査でででで明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。我慢我慢我慢我慢のののの理由理由理由理由はははは「「「「和式和式和式和式トイレトイレトイレトイレがががが苦手苦手苦手苦手」、「」、「」、「」、「トイレトイレトイレトイレがががが臭臭臭臭
いいいい」、「」、「」、「」、「汚汚汚汚いいいい」、「」、「」、「」、「恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい」」」」等等等等であるであるであるである。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ自宅自宅自宅自宅はははは洋式洋式洋式洋式トイレトイレトイレトイレがががが主流主流主流主流のののの中中中中でででで、、、、最大最大最大最大のののの理理理理
由由由由はははは「「「「和式和式和式和式トイレトイレトイレトイレ」」」」であるであるであるである。。。。県内県内県内県内のののの学校学校学校学校ののののトイレトイレトイレトイレもももも今後建築今後建築今後建築今後建築するするするする校舎校舎校舎校舎をををを洋式洋式洋式洋式トイレトイレトイレトイレにすることにすることにすることにすること
ややややトイレトイレトイレトイレ改築改築改築改築、、、、改修改修改修改修のののの際際際際にもにもにもにも洋式洋式洋式洋式トイレトイレトイレトイレへへへへ変変変変えることをえることをえることをえることを検討検討検討検討すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう。。。。県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 沖縄学生会館売却沖縄学生会館売却沖縄学生会館売却沖縄学生会館売却のののの報道報道報道報道があったがあったがあったがあった。。。。売却益売却益売却益売却益のののの一部一部一部一部をををを活用活用活用活用しししし改築改築改築改築することをすることをすることをすることを要望要望要望要望するするするする同窓同窓同窓同窓
生生生生やややや父母父母父母父母のののの声声声声もももも強強強強かったかったかったかった。「。「。「。「改築困難改築困難改築困難改築困難」」」」のののの判断判断判断判断をしたのであればをしたのであればをしたのであればをしたのであれば、、、、沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館がががが建設建設建設建設ささささ
れたれたれたれた趣旨趣旨趣旨趣旨をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、売却益売却益売却益売却益はははは人材育成人材育成人材育成人材育成にににに活用活用活用活用すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう。。。。県教育長県教育長県教育長県教育長とととと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
いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 県立博物館県立博物館県立博物館県立博物館・・・・美術館美術館美術館美術館についてについてについてについて

((((1111)))) 県立博物館県立博物館県立博物館県立博物館・・・・美術館美術館美術館美術館はははは去去去去るるるる11111111月月月月１１１１日開館日開館日開館日開館５５５５周年周年周年周年になったになったになったになった。。。。指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度によるによるによるによる運営運営運営運営のののの
問題点問題点問題点問題点がががが指摘指摘指摘指摘されされされされ、、、、累積赤字累積赤字累積赤字累積赤字がふえるがふえるがふえるがふえる中中中中でででで指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料がががが削減削減削減削減されたことによるされたことによるされたことによるされたことによる問題問題問題問題もももも起起起起
きているとのことであるきているとのことであるきているとのことであるきているとのことである。。。。県立博物館県立博物館県立博物館県立博物館・・・・美術館美術館美術館美術館のののの充実充実充実充実とととと安定的管理運営安定的管理運営安定的管理運営安定的管理運営をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした見直見直見直見直しししし
ががが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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 経済振興経済振興経済振興経済振興についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄型金型沖縄型金型沖縄型金型沖縄型金型のののの現状現状現状現状とととと将来展望将来展望将来展望将来展望をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) マカオマカオマカオマカオのののの高級高級高級高級スーパースーパースーパースーパーにににに11111111月末月末月末月末からからからから県産食材県産食材県産食材県産食材をををを専門専門専門専門にににに扱扱扱扱ううううスペーススペーススペーススペースをををを常設常設常設常設することやすることやすることやすることや県県県県
産食肉産食肉産食肉産食肉のののの認知度認知度認知度認知度ととととブランドブランドブランドブランド力力力力をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、県県県県がががが香港香港香港香港へのへのへのへの流通保管施設流通保管施設流通保管施設流通保管施設のののの設置設置設置設置にににに乗乗乗乗りりりり出出出出
すすすす等県産食材等県産食材等県産食材等県産食材のののの輸出輸出輸出輸出にににに明明明明るいるいるいるい期待期待期待期待がががが持持持持てるてるてるてる。。。。状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの抱負抱負抱負抱負をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 全日空全日空全日空全日空がががが2013201320132013年度年度年度年度にににに貨物専用機貨物専用機貨物専用機貨物専用機をををを１１１１機機機機ふやしふやしふやしふやし全全全全９９９９機機機機としとしとしとしアジアアジアアジアアジアへのへのへのへの就航先就航先就航先就航先をををを拡大拡大拡大拡大させてさせてさせてさせて
いくいくいくいく方針方針方針方針をををを示示示示しししし、、、、宅配事業宅配事業宅配事業宅配事業ののののヤマトホールディングスヤマトホールディングスヤマトホールディングスヤマトホールディングスがががが2013201320132013年度年度年度年度からからからから羽田羽田羽田羽田にににに隣接隣接隣接隣接するするするする物物物物
流流流流センターセンターセンターセンターとととと沖縄沖縄沖縄沖縄ののののＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡ国際貨物国際貨物国際貨物国際貨物ハブハブハブハブをををを拠点拠点拠点拠点にににに国際宅急便国際宅急便国際宅急便国際宅急便・・・・クールクールクールクール便事業便事業便事業便事業にににに乗乗乗乗りりりり出出出出すすすす
ことをことをことをことを表明表明表明表明されたことについてされたことについてされたことについてされたことについて、、、、県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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

((((1111)))) 琉球大学観光産業科学部琉球大学観光産業科学部琉球大学観光産業科学部琉球大学観光産業科学部のののの学生学生学生学生15151515人人人人ががががハワイハワイハワイハワイ大学大学大学大学でででで観光産業観光産業観光産業観光産業についてについてについてについて研修研修研修研修したしたしたした成果成果成果成果
報告会報告会報告会報告会はははは、「、「、「、「観光観光観光観光とととと経済経済経済経済」、「」、「」、「」、「リゾートウエディングリゾートウエディングリゾートウエディングリゾートウエディング」、「」、「」、「」、「観光観光観光観光とととと交流交流交流交流」」」」にににに関関関関しししし、、、、ハワイハワイハワイハワイとととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
現状現状現状現状やややや課題課題課題課題についてについてについてについて改善点改善点改善点改善点やややや意見意見意見意見をををを発表発表発表発表したとのことであるしたとのことであるしたとのことであるしたとのことである。。。。沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光にににに生生生生かせるかせるかせるかせる発表発表発表発表
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もあったともあったともあったともあったと思思思思うううう。。。。県県県県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。。。。

((((2222)))) ギンバルギンバルギンバルギンバル訓練場跡地訓練場跡地訓練場跡地訓練場跡地ににににホテルホテルホテルホテル建設建設建設建設のののの報道報道報道報道があったがあったがあったがあった。。。。マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアのののの大手不動産会社大手不動産会社大手不動産会社大手不動産会社ディディディディ
ジャヤジャヤジャヤジャヤ・・・・ランドランドランドランド・・・・デベロップメントデベロップメントデベロップメントデベロップメントのののの計画計画計画計画によるとによるとによるとによると約約約約200200200200室室室室のののの５５５５つつつつ星星星星のののの海外海外海外海外ブランドホテルブランドホテルブランドホテルブランドホテルやややや
約約約約180180180180室室室室スパリゾートホテルスパリゾートホテルスパリゾートホテルスパリゾートホテル、、、、複合型大型商業施設複合型大型商業施設複合型大型商業施設複合型大型商業施設、、、、結婚式場結婚式場結婚式場結婚式場、、、、マリンスポーツマリンスポーツマリンスポーツマリンスポーツ施設等施設等施設等施設等をををを
予定予定予定予定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。。。。沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの振興振興振興振興とととと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よるによるによるによる自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済へへへへ向向向向けてけてけてけて期待期待期待期待
されるされるされるされる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 10101010月月月月のののの入域観光客数概況入域観光客数概況入域観光客数概況入域観光客数概況によるとによるとによるとによると中国本土中国本土中国本土中国本土やややや香港香港香港香港がががが大幅減大幅減大幅減大幅減になっているになっているになっているになっている。。。。中国中国中国中国ののののプロプロプロプロ
モーションモーションモーションモーション事業事業事業事業もももも延期延期延期延期・・・・中止中止中止中止がががが起起起起きておりきておりきておりきており、、、、タイタイタイタイ、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール、、、、ロシアロシアロシアロシアなどのなどのなどのなどの新規市場新規市場新規市場新規市場へへへへ
のののの誘客事業誘客事業誘客事業誘客事業にににに振振振振りかえるりかえるりかえるりかえる予定予定予定予定とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、状況状況状況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見通見通見通見通しをしをしをしを含含含含めめめめ伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客がががが訪訪訪訪れるれるれるれる公共施設公共施設公共施設公共施設などのなどのなどのなどの中国語案内表記中国語案内表記中国語案内表記中国語案内表記にににに誤誤誤誤ったったったった翻訳翻訳翻訳翻訳がががが多多多多いとのことでいとのことでいとのことでいとのことで
あるあるあるある。。。。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。。。。

5555 農業振興農業振興農業振興農業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農林水産省統計農林水産省統計農林水産省統計農林水産省統計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耕地面積耕地面積耕地面積耕地面積はははは減減減減りりりり続続続続けけけけ過去最小過去最小過去最小過去最小になったになったになったになった。。。。減少減少減少減少のののの主主主主なななな要要要要
因因因因はははは耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄やややや宅地宅地宅地宅地などへのなどへのなどへのなどへの転用転用転用転用だがだがだがだが、、、、特特特特にににに耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地によるによるによるによる減少減少減少減少がががが大大大大きいきいきいきい。。。。耕作放耕作放耕作放耕作放
棄棄棄棄のののの主主主主なななな理由理由理由理由とととと耕作放棄地解消対策耕作放棄地解消対策耕作放棄地解消対策耕作放棄地解消対策のののの現状及現状及現状及現状及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの先進的先進的先進的先進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たいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) ＪＡＪＡＪＡＪＡおきなわおきなわおきなわおきなわ青壮年部青壮年部青壮年部青壮年部がががが営農営農営農営農ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを描描描描くためのくためのくためのくための政策集政策集政策集政策集「「「「ポリシーブックポリシーブックポリシーブックポリシーブック」」」」をををを作成作成作成作成したとのしたとのしたとのしたとの
ことであることであることであることである。。。。現場現場現場現場やややや地域地域地域地域のののの問題問題問題問題をををを前向前向前向前向きにきにきにきに解決解決解決解決するするするする取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや提案等提案等提案等提案等、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい農業農業農業農業のののの実実実実
態態態態があるがあるがあるがある中中中中でででで明明明明るいるいるいるいニュースニュースニュースニュースであるであるであるである。。。。県県県県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。。。。

((((3333)))) 県内乳用牛県内乳用牛県内乳用牛県内乳用牛のののの１１１１頭当頭当頭当頭当たりのたりのたりのたりの搾乳量搾乳量搾乳量搾乳量がががが増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向をををを続続続続けているとのことであるけているとのことであるけているとのことであるけているとのことである。。。。1993199319931993年年年年にににに比比比比
べべべべ、、、、2011201120112011年度年度年度年度はははは約約約約40404040％％％％増加増加増加増加しししし、、、、県酪農農家県酪農農家県酪農農家県酪農農家のののの努力努力努力努力のたまものであるのたまものであるのたまものであるのたまものである。。。。搾乳量増加搾乳量増加搾乳量増加搾乳量増加についについについについ
てのてのてのての所見所見所見所見とととと沖縄県酪農沖縄県酪農沖縄県酪農沖縄県酪農のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 労働行政労働行政労働行政労働行政についてについてについてについて

((((1111)))) 新自由主義的新自由主義的新自由主義的新自由主義的なななな経済政策経済政策経済政策経済政策、、、、労働政策労働政策労働政策労働政策によってによってによってによって非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用、、、、派遣労働派遣労働派遣労働派遣労働がががが増加増加増加増加したしたしたした。。。。非正非正非正非正
規雇用規雇用規雇用規雇用はははは低賃金低賃金低賃金低賃金でででで、、、、不安定不安定不安定不安定なななな状態状態状態状態であるであるであるである。。。。改正労働者派遣法改正労働者派遣法改正労働者派遣法改正労働者派遣法がががが10101010月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行されされされされ
たたたた。。。。一定一定一定一定のののの前進前進前進前進ではあるがではあるがではあるがではあるが大幅大幅大幅大幅にににに修正修正修正修正されされされされ労働者労働者労働者労働者のののの側側側側からからからから不満不満不満不満もももも強強強強いいいい。。。。改正改正改正改正されたされたされたされた内容内容内容内容
のののの「「「「派遣先企業派遣先企業派遣先企業派遣先企業がががが派遣労働者派遣労働者派遣労働者派遣労働者をををを直接雇用直接雇用直接雇用直接雇用しなければいけないというしなければいけないというしなければいけないというしなければいけないという「「「「直接雇用直接雇用直接雇用直接雇用みなしみなしみなしみなし制制制制
度度度度」」」」のののの実施実施実施実施」」」」やややや「「「「マージンマージンマージンマージン率公開率公開率公開率公開のののの義務化義務化義務化義務化」」」」などについてなどについてなどについてなどについて沖縄労働局沖縄労働局沖縄労働局沖縄労働局とととと連携連携連携連携ししししチェックチェックチェックチェック機機機機
能能能能をををを働働働働かせるかせるかせるかせる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新たなたなたなたな処分場処分場処分場処分場がががが急務急務急務急務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、、、、地元地元地元地元のののの理解理解理解理解とととと第三第三第三第三セクターセクターセクターセクターへへへへ出資出資出資出資するするするする業界団体業界団体業界団体業界団体、、、、
経済団体経済団体経済団体経済団体のののの参画参画参画参画もももも確認確認確認確認されるされるされるされる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。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。。。。

8888 市町村一括交付金市町村一括交付金市町村一括交付金市町村一括交付金についてについてについてについて
　　　　一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは初初初初めてのめてのめてのめての経験経験経験経験でででで交付要綱交付要綱交付要綱交付要綱がががが４４４４月月月月にずれにずれにずれにずれ込込込込みみみみ、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府のののの「「「「内諾内諾内諾内諾」」」」もおくれたもおくれたもおくれたもおくれた。。。。
評価評価評価評価とととと同時同時同時同時にににに課題課題課題課題やややや懸念懸念懸念懸念もありもありもありもあり、、、、以下質問以下質問以下質問以下質問するするするする。。。。

((((1111)))) 内諾内諾内諾内諾がおくれがおくれがおくれがおくれ、、、、予算執行予算執行予算執行予算執行がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。繰繰繰繰りりりり越越越越しししし（（（（繰越明許費繰越明許費繰越明許費繰越明許費））））はははは認認認認められるかめられるかめられるかめられるか。。。。

((((2222)))) 市町村市町村市町村市町村からからからから「「「「安定安定安定安定したしたしたした予算確保予算確保予算確保予算確保・・・・事業事業事業事業のののの継続継続継続継続」、「」、「」、「」、「交付決定交付決定交付決定交付決定のののの迅速化迅速化迅速化迅速化」、「」、「」、「」、「福祉福祉福祉福祉やややや教育分野教育分野教育分野教育分野
へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮」」」」等等等等がががが課題課題課題課題としてとしてとしてとして挙挙挙挙がっているがっているがっているがっている。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 「「「「会計検査会計検査会計検査会計検査にににに耐耐耐耐ええええ得得得得るかるかるかるか心配心配心配心配」」」」とのとのとのとの声声声声があるがあるがあるがある。。。。内諾内諾内諾内諾をををを受受受受けたけたけたけた事業事業事業事業でででで会計検査院会計検査院会計検査院会計検査院によるによるによるによる検査検査検査検査
でででで交付金交付金交付金交付金をををを返還返還返還返還させられることもさせられることもさせられることもさせられることも起起起起こりこりこりこり得得得得るかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

9999 フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール視察視察視察視察にににに関連関連関連関連してしてしてして

((((1111)))) 米軍撤退後米軍撤退後米軍撤退後米軍撤退後ののののクラーククラーククラーククラーク空軍基地跡地空軍基地跡地空軍基地跡地空軍基地跡地はははは、、、、日本日本日本日本（（（（横浜横浜横浜横浜タイヤタイヤタイヤタイヤ）、）、）、）、アメリカアメリカアメリカアメリカ、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、中国中国中国中国からからからから企企企企
業業業業がががが進出進出進出進出しししし、、、、米軍基地時代米軍基地時代米軍基地時代米軍基地時代6500650065006500人人人人のののの雇用雇用雇用雇用からからからから６６６６万人万人万人万人のののの雇用雇用雇用雇用になりになりになりになり、、、、２２２２本本本本のののの滑走路滑走路滑走路滑走路はははは政政政政
府府府府、、、、プライベートプライベートプライベートプライベートのののの会社会社会社会社、、、、貨物輸送貨物輸送貨物輸送貨物輸送、、、、パイロットパイロットパイロットパイロット訓練等訓練等訓練等訓練等でででで利用利用利用利用されされされされ跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用がががが成功成功成功成功していしていしていしてい
るるるる。。。。スービックスービックスービックスービック海軍基地海軍基地海軍基地海軍基地はははは国内外国内外国内外国内外からからからから200200200200社社社社がががが集集集集まりまりまりまり米軍基地時代米軍基地時代米軍基地時代米軍基地時代のののの約約約約６６６６万人万人万人万人のののの雇用雇用雇用雇用からからからから
９９９９万万万万2000200020002000人人人人のののの雇用雇用雇用雇用になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、2010201020102010年年年年にににに米貨物航空大手米貨物航空大手米貨物航空大手米貨物航空大手フェデラルフェデラルフェデラルフェデラル・・・・エクスプレスエクスプレスエクスプレスエクスプレスがががが
中国中国中国中国にににに移移移移りりりり、、、、多多多多くのくのくのくの台湾系企業台湾系企業台湾系企業台湾系企業もももも中国中国中国中国などになどになどになどに移転移転移転移転したためしたためしたためしたため空空空空きききき地地地地、、、、空空空空きききき倉庫等倉庫等倉庫等倉庫等がががが目立目立目立目立ちちちち、、、、
空港空港空港空港がががが利用利用利用利用されてないされてないされてないされてない。。。。３３３３万人万人万人万人のののの雇用雇用雇用雇用がががが可能可能可能可能なななな土地土地土地土地、、、、倉庫等倉庫等倉庫等倉庫等がありがありがありがあり、、、、企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致にににに力力力力をををを入入入入
れているれているれているれている。。。。経済特区経済特区経済特区経済特区をををを管理管理管理管理するするするするスービックスービックスービックスービック湾都市開発庁湾都市開発庁湾都市開発庁湾都市開発庁（ＳＢＭＡ）（ＳＢＭＡ）（ＳＢＭＡ）（ＳＢＭＡ）のののの累積赤字累積赤字累積赤字累積赤字がががが膨膨膨膨らんらんらんらん
でいるとのことであるでいるとのことであるでいるとのことであるでいるとのことである。。。。
　　　　そこでそこでそこでそこで質問質問質問質問しますしますしますします。。。。
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　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用はははは、、、、特特特特にににに大規模跡地大規模跡地大規模跡地大規模跡地やややや将来予想将来予想将来予想将来予想されるされるされるされる嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地のようなのようなのようなのような
超大規模跡地超大規模跡地超大規模跡地超大規模跡地についてはについてはについてはについては一国二制度一国二制度一国二制度一国二制度のののの完全完全完全完全ななななフリーゾーンフリーゾーンフリーゾーンフリーゾーン（（（（法人税法人税法人税法人税ゼロゼロゼロゼロ））））をををを可能可能可能可能にしたにしたにしたにした
跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用でなければでなければでなければでなければ計画計画計画計画やややや活用活用活用活用がががが困難困難困難困難になるとになるとになるとになると予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールはははは2010201020102010年年年年にににに２２２２つのつのつのつのカジノカジノカジノカジノをををを含含含含むむむむ統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾートがががが開設開設開設開設されたされたされたされた。。。。シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール市市市市
民民民民ははははカジノカジノカジノカジノ入場料入場料入場料入場料をををを24242424時間当時間当時間当時間当たりたりたりたり100100100100    SSSSドルドルドルドルまたはまたはまたはまたは年間会員料年間会員料年間会員料年間会員料2000200020002000    SSSSドルドルドルドル。。。。外国人無料外国人無料外国人無料外国人無料。。。。
国民国民国民国民にににに対対対対しししし入場料入場料入場料入場料をををを課課課課しししし入場規制入場規制入場規制入場規制のののの措置措置措置措置をとってもをとってもをとってもをとっても昼昼昼昼からからからからカジノカジノカジノカジノをををを利用利用利用利用するするするする国民国民国民国民がががが絶絶絶絶ええええ
ないないないない。。。。ギャンブルギャンブルギャンブルギャンブル中毒中毒中毒中毒にににに対対対対するするするする相談相談相談相談がふえがふえがふえがふえ、、、、債務者債務者債務者債務者もふえているもふえているもふえているもふえている。。。。しかししかししかししかし、、、、カジノカジノカジノカジノをををを外国人外国人外国人外国人
専用専用専用専用にしていないにしていないにしていないにしていない。。。。そのそのそのその理由理由理由理由をををを聞聞聞聞くとくとくとくと国民国民国民国民もももも利用利用利用利用しないとしないとしないとしないとペイペイペイペイしないとのことであるしないとのことであるしないとのことであるしないとのことである。。。。
　　　　そこでそこでそこでそこで質問質問質問質問しますしますしますします。。。。
　　　　シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの投資額投資額投資額投資額ははははマカオマカオマカオマカオとほぼとほぼとほぼとほぼ同額同額同額同額とのことでとのことでとのことでとのことで国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力もももも強強強強いいいい。。。。にもにもにもにも限限限限らずらずらずらず外外外外
国人専用国人専用国人専用国人専用にするとにするとにするとにするとペイペイペイペイしないとしないとしないとしないと言言言言っているっているっているっている。。。。シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールよりはるかによりはるかによりはるかによりはるかに少少少少ないないないない投資額投資額投資額投資額のののの計計計計
画画画画をををを考考考考えているえているえているえている国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のののの弱弱弱弱いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄ののののカジノカジノカジノカジノでででで外国人専用外国人専用外国人専用外国人専用にしてにしてにしてにして採算採算採算採算がとれるとがとれるとがとれるとがとれると言言言言ええええ
るのかるのかるのかるのか所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、今今今今でもでもでもでも知事知事知事知事ははははカジノカジノカジノカジノにににに前向前向前向前向きかきかきかきか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。


