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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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606月月月月26262626    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 29292929分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　良俊良俊良俊良俊（（（（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 日台日台日台日台・・・・日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定についてについてについてについて

((((1111)))) 台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船にににに尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺でのでのでのでの漁業漁業漁業漁業をををを認認認認めるめるめるめる取取取取りりりり決決決決めがめがめがめが日本日本日本日本とととと台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの間間間間にににに締結締結締結締結されたされたされたされた。。。。
締結締結締結締結にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの経緯経緯経緯経緯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)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定のののの合意内容合意内容合意内容合意内容はははは、、、、県県県県のののの要望要望要望要望がががが反映反映反映反映されてなくされてなくされてなくされてなく、、、、台湾側台湾側台湾側台湾側にににに大大大大きくきくきくきく譲歩譲歩譲歩譲歩しているしているしているしている。。。。
これまでこれまでこれまでこれまで県県県県としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 1997199719971997年年年年にににに締結締結締結締結されたされたされたされた日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定でででで、、、、北緯北緯北緯北緯27272727度以南度以南度以南度以南のののの広大広大広大広大なななな水域水域水域水域でででで中国漁船中国漁船中国漁船中国漁船のののの操業操業操業操業
がががが認認認認められめられめられめられ、、、、中国漁船中国漁船中国漁船中国漁船によるによるによるによる貴重貴重貴重貴重ななななサンゴサンゴサンゴサンゴがががが乱獲乱獲乱獲乱獲されているがされているがされているがされているが、、、、日本日本日本日本のののの関係法令関係法令関係法令関係法令にににに基基基基づづづづ
くくくく操業制限操業制限操業制限操業制限ができないができないができないができない状態状態状態状態にあるにあるにあるにある。。。。県県県県としてとしてとしてとして見直見直見直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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) 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 米海兵隊高官米海兵隊高官米海兵隊高官米海兵隊高官がががが米上院軍事建設小委員会米上院軍事建設小委員会米上院軍事建設小委員会米上院軍事建設小委員会でででで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補修補修補修補修にににに関関関関しししし、、、、今後今後今後今後10101010年年年年かかかか
らららら15151515年使用年使用年使用年使用するとするとするとすると証言証言証言証言しているしているしているしている、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを前提前提前提前提にににに2022202220222022年度以降年度以降年度以降年度以降にににに返還返還返還返還するとしたするとしたするとしたするとした
統合計画統合計画統合計画統合計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、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 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場にににに配備配備配備配備されているされているされているされているオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを、、、、今年夏今年夏今年夏今年夏にもさらににもさらににもさらににもさらに12121212機追機追機追機追
加配備加配備加配備加配備することですることですることですることで合意合意合意合意したしたしたした。。。。一方一方一方一方でででで米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊はははは、、、、普天間飛行場所属普天間飛行場所属普天間飛行場所属普天間飛行場所属ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイにつにつにつにつ
いていていていて、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアへへへへ移駐移駐移駐移駐するするするする計画計画計画計画があるとのがあるとのがあるとのがあるとの報道報道報道報道があるがあるがあるがある。。。。これをどうこれをどうこれをどうこれをどう理解理解理解理解すればよいすればよいすればよいすればよい
かかかか、、、、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 ハワイハワイハワイハワイ州知事州知事州知事州知事がががが去去去去るるるる３３３３月月月月ににににハワイハワイハワイハワイ大学東西大学東西大学東西大学東西センターセンターセンターセンター内内内内でででで開開開開かれたかれたかれたかれたフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムでででで在沖海兵在沖海兵在沖海兵在沖海兵
隊隊隊隊のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを表明表明表明表明しししし、、、、米政府米政府米政府米政府にににに提案提案提案提案するするするする考考考考えをえをえをえを示示示示したということだがしたということだがしたということだがしたということだが、、、、これはこれはこれはこれは普天間普天間普天間普天間
基地基地基地基地そのものをそのものをそのものをそのものをハワイハワイハワイハワイ州州州州がががが受受受受けけけけ入入入入れるということかれるということかれるということかれるということか、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが提出提出提出提出したしたしたした名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設にににに係係係係るるるる公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請のののの補正書補正書補正書補正書にににに
ついてついてついてついて、、、、県県県県はははは、、、、再補正再補正再補正再補正をををを求求求求めずめずめずめず告示告示告示告示とととと縦覧手続縦覧手続縦覧手続縦覧手続にににに入入入入ったったったった。。。。今後県今後県今後県今後県としてとしてとしてとして、、、、手続手続手続手続をどのようをどのようをどのようをどのよう
にににに進進進進めるかめるかめるかめるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 日本維新日本維新日本維新日本維新のののの会会会会はははは、、、、米軍新型輸送機米軍新型輸送機米軍新型輸送機米軍新型輸送機ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの訓練訓練訓練訓練のののの一部一部一部一部をををを大阪府大阪府大阪府大阪府のののの八尾空八尾空八尾空八尾空
港港港港でででで受受受受けけけけ入入入入れるとれるとれるとれると表明表明表明表明したしたしたした。。。。具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容はははは明明明明らかではないがらかではないがらかではないがらかではないが、、、、県県県県はこのはこのはこのはこの動動動動きをどのようきをどのようきをどのようきをどのよう
にににに受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県はははは米政府米政府米政府米政府にににに対対対対しししし、、、、本土本土本土本土におけるにおけるにおけるにおける民間専用空港民間専用空港民間専用空港民間専用空港やややや軍事専用空港軍事専用空港軍事専用空港軍事専用空港のののの35353535カカカカ所所所所をををを提示提示提示提示しししし、、、、新新新新
たなたなたなたな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移設候補地移設候補地移設候補地移設候補地としてとしてとしてとして検討検討検討検討するようするようするようするよう書簡書簡書簡書簡をををを送送送送ったということだがったということだがったということだがったということだが、、、、米側米側米側米側のののの
反応反応反応反応とととと県県県県としてとしてとしてとして正式正式正式正式にににに日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに要請要請要請要請するするするする考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 今回明今回明今回明今回明らかとなったらかとなったらかとなったらかとなった35353535カカカカ所所所所のののの空港空港空港空港についてについてについてについて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方針方針方針方針やややや視点視点視点視点からからからから調査調査調査調査しししし、、、、普天間普天間普天間普天間
のののの移設候補地移設候補地移設候補地移設候補地としてとしてとしてとして可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いといといといと判断判断判断判断したかしたかしたかしたか。。。。またまたまたまた、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても別途調査別途調査別途調査別途調査をををを行行行行っているっているっているっている
とととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、今後整合性今後整合性今後整合性今後整合性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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 嘉手納以南基地返還嘉手納以南基地返還嘉手納以南基地返還嘉手納以南基地返還についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを含含含含むむむむ６６６６施設施設施設施設・・・・区域区域区域区域のののの返還返還返還返還・・・・統合計画統合計画統合計画統合計画にににに合合合合
意意意意したしたしたした。。。。今回今回今回今回のののの合意合意合意合意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いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、軍転協軍転協軍転協軍転協のののの要請要請要請要請にににに対対対対するするするする政政政政
府府府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。。。。

ｲｲｲｲ 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、グアムグアムグアムグアム移転移転移転移転にににに係係係係るるるる米国防省米国防省米国防省米国防省のののの基本計画基本計画基本計画基本計画のののの策定策定策定策定がががが2018201820182018年年年年かそれかそれかそれかそれ以降以降以降以降とととと想想想想
定定定定していることがしていることがしていることがしていることが、、、、米政府監査院米政府監査院米政府監査院米政府監査院のののの報告書報告書報告書報告書でででで明明明明らかとなったとしているらかとなったとしているらかとなったとしているらかとなったとしている。。。。嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの基基基基
地返還地返還地返還地返還のののの破綻破綻破綻破綻につながらないかにつながらないかにつながらないかにつながらないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設についてはについてはについてはについては、、、、返還合意返還合意返還合意返還合意からからからから40404040年近年近年近年近くもくもくもくも動動動動かずかずかずかず遊休化遊休化遊休化遊休化しているしているしているしている状況状況状況状況にありにありにありにあり、、、、



2

関係市長関係市長関係市長関係市長もももも移設条件移設条件移設条件移設条件とととと切切切切りりりり離離離離しでのしでのしでのしでの返還返還返還返還をををを求求求求めているめているめているめている。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧のののの西普天間住宅地域西普天間住宅地域西普天間住宅地域西普天間住宅地域のののの返還返還返還返還がががが承認承認承認承認されたされたされたされた。。。。今後今後今後今後、、、、跡利用跡利用跡利用跡利用にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり
組組組組みとみとみとみと国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市などなどなどなど５５５５者者者者によるによるによるによる跡利用協議会跡利用協議会跡利用協議会跡利用協議会のののの役割役割役割役割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 国国国国・・・・県県県県・・・・関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村でででで構成構成構成構成するするするする駐留軍用地跡地利用協議会駐留軍用地跡地利用協議会駐留軍用地跡地利用協議会駐留軍用地跡地利用協議会がががが開開開開かれたかれたかれたかれた。。。。具体的具体的具体的具体的にどのにどのにどのにどの
ようなようなようなような事項事項事項事項がががが協議協議協議協議されされされされ、、、、県側県側県側県側としてとしてとしてとして国国国国にににに対対対対しししし何何何何をををを求求求求めているかめているかめているかめているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 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跡地利用計画策定跡地利用計画策定跡地利用計画策定跡地利用計画策定にににに向向向向けたけたけたけた全体計画全体計画全体計画全体計画のののの中間取中間取中間取中間取りまとめがりまとめがりまとめがりまとめが公表公表公表公表されたされたされたされた
がががが、、、、中南部都市圏中南部都市圏中南部都市圏中南部都市圏のののの形成形成形成形成、、、、県土県土県土県土のののの有効利用有効利用有効利用有効利用とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図りながらりながらりながらりながら跡利用計画跡利用計画跡利用計画跡利用計画をどのをどのをどのをどの
ようにようにようにように描描描描くかくかくかくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 基地周辺地域基地周辺地域基地周辺地域基地周辺地域のののの環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＦＦＦＦ15151515戦闘機墜落事故付近戦闘機墜落事故付近戦闘機墜落事故付近戦闘機墜落事故付近のののの水域水域水域水域ははははマグロマグロマグロマグロややややカツオカツオカツオカツオのののの漁場漁場漁場漁場でででで多多多多くのくのくのくの船舶船舶船舶船舶がががが操業操業操業操業しておしておしておしてお
りりりり、、、、漁業活動漁業活動漁業活動漁業活動へのへのへのへの影響影響影響影響がががが心配心配心配心配されているされているされているされている。。。。事故事故事故事故によるによるによるによる漁業漁業漁業漁業へのへのへのへの影響調査影響調査影響調査影響調査とととと事前事前事前事前のののの訓練訓練訓練訓練
通知通知通知通知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。。。。

ｲｲｲｲ 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、米政府米政府米政府米政府はははは、、、、最新鋭機最新鋭機最新鋭機最新鋭機ステルスステルスステルスステルス戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ＦＦＦＦ35353535をををを2015201520152015年年年年にもにもにもにも嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地へへへへ配配配配
備備備備するということだがするということだがするということだがするということだが、、、、県県県県はははは、、、、情報情報情報情報をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。日本政府日本政府日本政府日本政府はどのようなはどのようなはどのようなはどのような対応対応対応対応をををを見見見見せせせせ
ているかているかているかているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ またまたまたまた、、、、根本的根本的根本的根本的なななな解決解決解決解決はははは、、、、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見直見直見直見直しししし以外以外以外以外にはないとにはないとにはないとにはないと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府
のののの壁壁壁壁がかたいがかたいがかたいがかたい中中中中、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方策方策方策方策をををを考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町がががが実施実施実施実施したしたしたした2012201220122012年度年度年度年度のののの嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺３３３３地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける騒音測定調査騒音測定調査騒音測定調査騒音測定調査でででで、、、、３３３３
年連続年連続年連続年連続4000400040004000回回回回をををを超超超超ええええ、、、、騒音防止協定騒音防止協定騒音防止協定騒音防止協定のののの形骸化形骸化形骸化形骸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実態実態実態実態がががが明明明明らかとなったらかとなったらかとなったらかとなった。。。。協協協協
定定定定のののの遵守遵守遵守遵守とととと実態実態実態実態にににに合合合合ったったったった改善改善改善改善がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里のののの市市市市サッカーサッカーサッカーサッカー場工事現場場工事現場場工事現場場工事現場からからからからドラムドラムドラムドラム缶十数本缶十数本缶十数本缶十数本がががが見見見見つかりつかりつかりつかり、、、、枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤のののの内内内内
蔵蔵蔵蔵がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている。。。。ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが埋埋埋埋まっていたまっていたまっていたまっていた経緯経緯経緯経緯やややや現場環境現場環境現場環境現場環境へのへのへのへの影響影響影響影響などなどなどなど、、、、県県県県としてとしてとしてとして
調査調査調査調査をををを含含含含めめめめ対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備についてについてについてについて

((((1111)))) 2014201420142014年年年年１１１１月月月月にもにもにもにも工事着工工事着工工事着工工事着工のののの見通見通見通見通しとなるしとなるしとなるしとなる中中中中、、、、次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降のののの財源財源財源財源のののの確保確保確保確保がががが懸念懸念懸念懸念されていされていされていされてい
るるるる。。。。県県県県はははは、、、、空港整備勘定等空港整備勘定等空港整備勘定等空港整備勘定等だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、各省庁間各省庁間各省庁間各省庁間のののの財源財源財源財源をををを含含含含めためためためた政府全体政府全体政府全体政府全体としてとしてとしてとして対応対応対応対応すすすす
るようるようるようるよう戦略戦略戦略戦略をををを構築構築構築構築すべきとすべきとすべきとす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いたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 那覇空港内那覇空港内那覇空港内那覇空港内にににに航空機航空機航空機航空機のののの整備基地整備基地整備基地整備基地をををを建設建設建設建設するするするする構想構想構想構想についてについてについてについて、、、、事前調査事前調査事前調査事前調査のののの概要概要概要概要とととと整備基地整備基地整備基地整備基地
のののの規模規模規模規模、、、、需要予測需要予測需要予測需要予測、、、、県経済県経済県経済県経済へのへのへのへの波及効果等波及効果等波及効果等波及効果等、、、、計画計画計画計画をどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているかいているかいているかいているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 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においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、少子少子少子少子・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展でででで人口人口人口人口のののの減少減少減少減少がががが深刻深刻深刻深刻となっているとなっているとなっているとなっている。。。。若者若者若者若者がががが
定着定着定着定着するするするする仕組仕組仕組仕組みづくりをどのようにみづくりをどのようにみづくりをどのようにみづくり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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島住民離島住民離島住民離島住民のののの生活生活生活生活にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない移動手段移動手段移動手段移動手段やややや物流物流物流物流にににに係係係係るるるるコストコストコストコストのののの低減低減低減低減、、、、島内島内島内島内におけるにおけるにおけるにおける交通交通交通交通
問題対策問題対策問題対策問題対策などについてなどについてなどについてなどについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの活用活用活用活用についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、現状現状現状現状でのでのでのでの存続存続存続存続をををを目指目指目指目指すようだがすようだがすようだがすようだが、、、、今後航空会社等今後航空会社等今後航空会社等今後航空会社等のののの
訓練訓練訓練訓練やややや試験機試験機試験機試験機のののの運用運用運用運用のののの見通見通見通見通しししし、、、、宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港とのとのとのとの役割分担等役割分担等役割分担等役割分担等についてについてについてについて、、、、県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣのののの那覇那覇那覇那覇・・・・久米島間線久米島間線久米島間線久米島間線のののの欠航欠航欠航欠航やややや減便減便減便減便がががが相次相次相次相次いだことにいだことにいだことにいだことに、、、、地元久米島町地元久米島町地元久米島町地元久米島町がががが親会社親会社親会社親会社ののののＪＴＪＴＪＴＪＴ
ＡＡＡＡにににに抗議抗議抗議抗議するするするする事態事態事態事態となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このようなこのようなこのようなこのような事態事態事態事態にににに至至至至ったったったった要因要因要因要因とととと、、、、県県県県としてとしてとしてとして改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取
りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 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)))) 県内農業支援県内農業支援県内農業支援県内農業支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農業農業農業農業のののの６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化がががが全国的全国的全国的全国的にににに注目注目注目注目をををを集集集集めているがめているがめているがめているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける事業化事業化事業化事業化のののの可能性可能性可能性可能性とととと本本本本
県農業県農業県農業県農業のののの課題課題課題課題であるであるであるである後継者育成後継者育成後継者育成後継者育成やややや若者若者若者若者のののの参入参入参入参入、、、、雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境へのへのへのへの影響等影響等影響等影響等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｲｲｲｲ 久米島地域久米島地域久米島地域久米島地域におけるにおけるにおけるにおけるアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシのののの根絶根絶根絶根絶がががが宣言宣言宣言宣言されされされされ、、、、今後今後今後今後はははは、、、、イモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシ根絶根絶根絶根絶にににに
期待期待期待期待がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。そのそのそのその見通見通見通見通しとしとしとしと県内全域県内全域県内全域県内全域でのでのでのでの２２２２つのつのつのつのゾウムシゾウムシゾウムシゾウムシのののの根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 円安円安円安円安のののの進行進行進行進行でででで、、、、漁船漁船漁船漁船のののの燃料価格燃料価格燃料価格燃料価格がががが高騰高騰高騰高騰しししし、、、、経営経営経営経営がががが圧迫圧迫圧迫圧迫されされされされ深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況にににに陥陥陥陥っているっているっているっている状状状状
況況況況にににに対対対対しししし、、、、国国国国はははは、、、、2014201420142014年度末年度末年度末年度末までのまでのまでのまでの時限措置時限措置時限措置時限措置でででで補助補助補助補助をををを決定決定決定決定しているがしているがしているがしているが、、、、これをこれをこれをこれを受受受受けけけけ、、、、県県県県
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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。。。。

ｴｴｴｴ 海外海外海外海外からからからから輸入輸入輸入輸入のののの原料穀物価格原料穀物価格原料穀物価格原料穀物価格のののの値上値上値上値上がりでがりでがりでがりで畜産用配合飼料価格畜産用配合飼料価格畜産用配合飼料価格畜産用配合飼料価格がががが高騰高騰高騰高騰しししし、、、、県内畜産県内畜産県内畜産県内畜産
農家農家農家農家のののの経営経営経営経営がががが圧迫圧迫圧迫圧迫されているされているされているされている。。。。県県県県にににに対対対対しししし支援要請支援要請支援要請支援要請があるががあるががあるががあるが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 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））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日本日本日本日本ののののＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加についてについてについてについて、、、、先行加盟先行加盟先行加盟先行加盟のののの11111111カカカカ国国国国がががが日本日本日本日本のののの参加参加参加参加をををを認認認認めることでめることでめることでめることで一致一致一致一致
しししし、、、、米議会米議会米議会米議会でもでもでもでも手続手続手続手続がががが行行行行われておりわれておりわれておりわれており、、、、７７７７月下旬月下旬月下旬月下旬にもにもにもにも交渉交渉交渉交渉にににに合流合流合流合流するするするする見通見通見通見通しとなったしとなったしとなったしとなった。。。。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としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 政府政府政府政府はははは、、、、本県本県本県本県ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビやややや牛肉牛肉牛肉牛肉などをなどをなどをなどを含含含含めめめめ、、、、我我我我がががが国国国国のののの農業農業農業農業はははは守守守守るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、米国米国米国米国
はははは、、、、日本日本日本日本のののの参加参加参加参加をををを事実上事実上事実上事実上のののの二国間二国間二国間二国間ＦＴＡＦＴＡＦＴＡＦＴＡとととと位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、我我我我がががが国農産品市場国農産品市場国農産品市場国農産品市場のののの開放開放開放開放をををを求求求求めめめめ
圧力圧力圧力圧力をををを強強強強めるとめるとめるとめると思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 教育環境教育環境教育環境教育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

((((1111)))) 県県県県がががが実施実施実施実施しているしているしているしている海外留学生受入事業海外留学生受入事業海外留学生受入事業海外留学生受入事業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見通見通見通見通しについしについしについしについ
てててて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 教育庁教育庁教育庁教育庁のののの学学学学びびびび直直直直しししし支援事業支援事業支援事業支援事業のののの受講希望者受講希望者受講希望者受講希望者がががが予想予想予想予想よりよりよりより少少少少なくなくなくなく、、、、事業事業事業事業のののの存続存続存続存続がががが危惧危惧危惧危惧されていされていされていされてい
るるるる。。。。受講者受講者受講者受講者がががが少少少少ないないないない背景背景背景背景とととと広報広報広報広報・・・・周知活動周知活動周知活動周知活動はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2012201220122012年度年度年度年度のののの県内県内県内県内のののの公立小公立小公立小公立小・・・・中中中中・・・・高高高高とととと特別支援校特別支援校特別支援校特別支援校におけるにおけるにおけるにおける教師教師教師教師によるによるによるによる体罰体罰体罰体罰はははは153153153153件件件件にににに達達達達しししし、、、、
１１１１次調査次調査次調査次調査にににに比比比比べべべべ４４４４倍倍倍倍にふえているにふえているにふえているにふえている。。。。今回今回今回今回のののの数字数字数字数字はははは氷山氷山氷山氷山のののの一角一角一角一角とのとのとのとの声声声声もももも聞聞聞聞こえるがこえるがこえるがこえるが、、、、教育庁教育庁教育庁教育庁
はどのようにはどのようにはどのようにはどのように認識認識認識認識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。。。。

((((4444)))) 文科省文科省文科省文科省はははは、、、、八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区のののの中学校中学校中学校中学校でででで使使使使うううう公民教科書公民教科書公民教科書公民教科書がががが統一統一統一統一できていないできていないできていないできていない状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、竹竹竹竹
富町教育委員会富町教育委員会富町教育委員会富町教育委員会にににに対対対対しししし初等中等教育局長名初等中等教育局長名初等中等教育局長名初等中等教育局長名でででで指導文書指導文書指導文書指導文書をををを出出出出したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、それにそれにそれにそれに対対対対すすすす
るるるる県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁のののの見解見解見解見解とととと今後今後今後今後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。。。。



4

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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606月月月月26262626    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 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法はははは施行施行施行施行からからからから66666666年目年目年目年目をををを迎迎迎迎ええええ、、、、国民国民国民国民のののの間間間間にもにもにもにも憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正をををを求求求求めるめるめるめる声声声声もももも多多多多くなってくなってくなってくなって
いるいるいるいる。。。。来来来来るるるる参議院選挙参議院選挙参議院選挙参議院選挙においてもにおいてもにおいてもにおいても争点争点争点争点になるとになるとになるとになると思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正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見見見
解解解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 憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条のののの改正改正改正改正についてはさまざまなについてはさまざまなについてはさまざまなについてはさまざまな意見意見意見意見があるががあるががあるががあるが、、、、知事知事知事知事はどのようなはどのようなはどのようなはどのような考考考考えをえをえをえを持持持持っているっているっているっている
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正のののの発議要件発議要件発議要件発議要件としてとしてとしてとして、、、、96969696条条条条でででで衆参両議院衆参両議院衆参両議院衆参両議院のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ総議員総議員総議員総議員のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの賛賛賛賛
成成成成がががが必要必要必要必要とととと規定規定規定規定しているしているしているしている。。。。このこのこのこの96969696条条条条のののの改正改正改正改正をををを先行先行先行先行させることについてさせることについてさせることについてさせることについて、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｴｴｴｴ 日本日本日本日本のののの安全保障環境安全保障環境安全保障環境安全保障環境はははは悪化悪化悪化悪化のののの傾向傾向傾向傾向にありにありにありにあり、、、、日米同盟日米同盟日米同盟日米同盟をををを強化強化強化強化しししし抑止力抑止力抑止力抑止力をををを高高高高めることがめることがめることがめることが重重重重
要要要要であるであるであるである。。。。そのためそのためそのためそのため集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権がががが行使行使行使行使できるようにできるようにできるようにできるように改改改改めるめるめるめる必要性必要性必要性必要性がががが高高高高まっているとまっているとまっているとまっていると考考考考
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いたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 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基本計画基本計画基本計画基本計画10101010年年年年でででで、、、、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にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進めめめめ
ていくかていくかていくかていくか、、、、またまたまたまた、、、、10101010年間年間年間年間でででで重点的重点的重点的重点的にににに整備整備整備整備するするするする施策施策施策施策とととと目標目標目標目標とするとするとするとする達成率達成率達成率達成率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)))) 2010201020102010年度年度年度年度のののの１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり県民所得県民所得県民所得県民所得でででで、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均287287287287万万万万7000700070007000円円円円にににに対対対対しししし、、、、本県本県本県本県はははは202202202202万万万万5000500050005000円円円円
とととと全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。そのそのそのその要因等要因等要因等要因等についてについてについてに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分析分析分析分析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たいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 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のののの使途使途使途使途についてはについてはについてはについては事業事業事業事業のののの事後評価事後評価事後評価事後評価がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、前年度前年度前年度前年度のののの
活用活用活用活用をどのようにをどのようにをどのようにをどのように評価評価評価評価するかするかするかするか、、、、またまたまたまた、、、、特特特特にににに効果効果効果効果がががが出出出出たとたとたとたと思思思思われるわれるわれるわれる事業事業事業事業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)))) 円安円安円安円安のののの進行進行進行進行でででで輸出産業輸出産業輸出産業輸出産業をををを中心中心中心中心にににに景気回復景気回復景気回復景気回復のののの兆兆兆兆しもしもしもしも見見見見ええええ始始始始めているがめているがめているがめているが、、、、一方一方一方一方でででで原材料原材料原材料原材料やややや
燃料燃料燃料燃料のののの高騰高騰高騰高騰によるによるによるによる経営圧迫経営圧迫経営圧迫経営圧迫をををを訴訴訴訴えるえるえるえる企業企業企業企業もももも出出出出ているているているている。。。。本県本県本県本県のののの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 去去去去るるるる６６６６月月月月14141414日日日日にににに閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されたされたされたされた「「「「骨太骨太骨太骨太のののの方針方針方針方針」」」」及及及及びびびび「「「「成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ををををイノベーイノベーイノベーイノベー
ションションションションのののの拠点拠点拠点拠点とすることをとすることをとすることをとすることを検討検討検討検討するなどするなどするなどするなど、、、、国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略としてとしてとしてとして沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策をををを総合的総合的総合的総合的・・・・積極的積極的積極的積極的にににに
推進推進推進推進することがすることがすることがすることが明記明記明記明記されたされたされたされた。。。。国国国国のののの経済政策経済政策経済政策経済政策にににに特定特定特定特定のののの地域地域地域地域のののの振興振興振興振興がががが取取取取りりりり上上上上げられることはげられることはげられることはげられることは
異例異例異例異例なこととなこととなこととなことと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、今後今後今後今後、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり組組組組むのかむのかむのかむのか対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

3333 行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革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)))) 県県県県のののの新行財政改革新行財政改革新行財政改革新行財政改革プランプランプランプランでででで掲掲掲掲げたげたげたげた改革推進目標改革推進目標改革推進目標改革推進目標についてについてについてについて、、、、2010201020102010年度年度年度年度からからからから３３３３年間年間年間年間のののの達成達成達成達成
実績実績実績実績とととと、、、、達成達成達成達成がががが難難難難しいしいしいしい項目項目項目項目についてそのについてそのについてそのについてその理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県財政県財政県財政県財政はははは、、、、今後今後今後今後４４４４年間年間年間年間でででで433433433433億円億円億円億円のののの収支不足収支不足収支不足収支不足がががが見込見込見込見込まれるとしているがまれるとしているがまれるとしているがまれるとしているが、、、、歳出歳出歳出歳出がががが歳入歳入歳入歳入をををを大大大大
幅幅幅幅にににに上回上回上回上回るるるる背景背景背景背景にににに何何何何があるかがあるかがあるかがあるか、、、、またまたまたまた、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの導入導入導入導入とととと関連関連関連関連があるのかがあるのかがあるのかがあるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 去去去去るるるる４４４４月月月月１１１１日日日日、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市がががが中核市中核市中核市中核市にににに移行移行移行移行したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴いいいい、、、、県県県県はははは、、、、2490249024902490項目項目項目項目にわたるにわたるにわたるにわたる事務事務事務事務をををを那那那那
覇市覇市覇市覇市にににに移管移管移管移管したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、主主主主なななな移管事務移管事務移管事務移管事務とととと県県県県のののの行財政行財政行財政行財政へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 社会資本社会資本社会資本社会資本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

((((1111)))) 県内公共事業県内公共事業県内公共事業県内公共事業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 道路網道路網道路網道路網のののの整備整備整備整備はははは、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活やややや観光観光観光観光をををを初初初初めめめめ産業活動産業活動産業活動産業活動のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るるるる上上上上でででで重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、
今後今後今後今後10101010年間年間年間年間でででで重点的重点的重点的重点的にににに推進推進推進推進するするするする事業箇所事業箇所事業箇所事業箇所やややや予想予想予想予想されるされるされるされる資金資金資金資金のののの投入額投入額投入額投入額についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。
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ｲｲｲｲ 離島県離島県離島県離島県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、、、、港湾港湾港湾港湾のののの整備整備整備整備はははは県経済県経済県経済県経済のののの根幹根幹根幹根幹をなすをなすをなすをなす物流輸送物流輸送物流輸送物流輸送をををを支支支支えるえるえるえる産産産産
業基盤業基盤業基盤業基盤であるがであるがであるがであるが、、、、国際物流港湾国際物流港湾国際物流港湾国際物流港湾としてのとしてのとしてのとしての那覇港那覇港那覇港那覇港のののの整備整備整備整備、、、、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船船船にににに対応対応対応対応するするするする港港港港
湾整備湾整備湾整備湾整備、、、、国際旅客国際旅客国際旅客国際旅客ターミナルターミナルターミナルターミナル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。。。。

ｳｳｳｳ 中城湾港泡瀬地区埋立事業中城湾港泡瀬地区埋立事業中城湾港泡瀬地区埋立事業中城湾港泡瀬地区埋立事業についてについてについてについて、、、、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作業作業作業作業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 県内建設業者県内建設業者県内建設業者県内建設業者のののの米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事のののの受注状況受注状況受注状況受注状況とととと、、、、県県県県がまとめたがまとめたがまとめたがまとめた受注促進受注促進受注促進受注促進をををを図図図図るためのるためのるためのるためのボンボンボンボン
ドドドド制制制制をををを含含含含めためためためた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、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル工事契約問題工事契約問題工事契約問題工事契約問題でででで、、、、監査委員監査委員監査委員監査委員のののの勧告勧告勧告勧告にににに係係係係るるるる措置等措置等措置等措置等にににに対対対対するするするする対応対応対応対応とととと、、、、今後今後今後今後、、、、
再発防止再発防止再発防止再発防止にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道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

ｱｱｱｱ 2012201220122012年度県年度県年度県年度県によるによるによるによる鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入にににに向向向向けたけたけたけた実現化戦略調査実現化戦略調査実現化戦略調査実現化戦略調査でででで、、、、上下分離方式上下分離方式上下分離方式上下分離方式をををを採用採用採用採用すれすれすれすれ
ばばばば黒字化黒字化黒字化黒字化はははは可能可能可能可能とととと試算試算試算試算しているしているしているしている。。。。そのそのそのその根拠根拠根拠根拠ととととインフラインフラインフラインフラ整備等整備等整備等整備等をををを全額国庫負担全額国庫負担全額国庫負担全額国庫負担とするとするとするとする特例特例特例特例
制度制度制度制度のののの創設創設創設創設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。。。。

ｲｲｲｲ 都市都市都市都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの延長延長延長延長についてについてについてについて、、、、県県県県がががが整備整備整備整備するするするする事業事業事業事業にににに対対対対するするするする認可認可認可認可がおりがおりがおりがおり、、、、2019201920192019年年年年３３３３月月月月
末末末末までのまでのまでのまでの完成完成完成完成がががが必要必要必要必要となるがとなるがとなるがとなるが、、、、今後今後今後今後のののの作業作業作業作業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールとととと想定想定想定想定されるされるされるされる課題等課題等課題等課題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 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

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロにににに向向向向けけけけ、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社のののの認可保育所運営認可保育所運営認可保育所運営認可保育所運営へのへのへのへの参入参入参入参入をををを加速加速加速加速するするするする方針方針方針方針をををを
示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体においてはにおいてはにおいてはにおいては参入認可参入認可参入認可参入認可にににに消極的消極的消極的消極的だとだとだとだと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける
参入状況参入状況参入状況参入状況とととと県県県県としてのとしてのとしてのとしての基本方針基本方針基本方針基本方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県のののの認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園がががが国国国国のののの防音対策事業防音対策事業防音対策事業防音対策事業のののの補助対象地域補助対象地域補助対象地域補助対象地域にありながらにありながらにありながらにありながら補助対象補助対象補助対象補助対象からからからから外外外外
されているされているされているされている。。。。補助補助補助補助をををを必要必要必要必要とするとするとするとする認可外保育所数認可外保育所数認可外保育所数認可外保育所数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)))) 米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地やややや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騒音騒音騒音騒音のののの激激激激しいしいしいしい地域地域地域地域にににに同様同様同様同様にににに立地立地立地立地しししし、、、、同同同同じようにじようにじようにじように幼児幼児幼児幼児
をををを保育保育保育保育しながらしながらしながらしながら、、、、認可外認可外認可外認可外ということでということでということでということで補助対象補助対象補助対象補助対象からからからから外外外外しししし、、、、現在現在現在現在までまでまでまで国国国国としてとしてとしてとして改善策改善策改善策改善策をををを講講講講じてじてじてじて
こなかったこなかったこなかったこなかった。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けけけけ、、、、保育所用地保育所用地保育所用地保育所用地としてとしてとしてとして国有地国有地国有地国有地をををを提供提供提供提供するするするする方針方針方針方針をををを示示示示しているしているしているしている。。。。
本県本県本県本県はははは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市などなどなどなど４４４４市市市市がががが該当該当該当該当するようだがするようだがするようだがするようだが、、、、県県県県としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉・・・・医療医療医療医療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

((((1111)))) 障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法がががが施行施行施行施行されされされされ福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスのののの対象範囲対象範囲対象範囲対象範囲がががが広広広広がったががったががったががったが、、、、県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける対対対対
象者総数象者総数象者総数象者総数とととと対象者対象者対象者対象者にににに対対対対するするするする周知周知周知周知はどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 風疹患者風疹患者風疹患者風疹患者がががが全国的全国的全国的全国的にににに急増急増急増急増しししし、、、、過去過去過去過去５５５５年年年年でででで最多最多最多最多だっただっただっただった昨年昨年昨年昨年のののの倍以上倍以上倍以上倍以上にふえているようだにふえているようだにふえているようだにふえているようだ
がががが、、、、県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況ととととワクチンワクチンワクチンワクチン接種呼接種呼接種呼接種呼びかけについてびかけについてびかけについてびかけについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府のののの生活保護費不正受給対策強化策生活保護費不正受給対策強化策生活保護費不正受給対策強化策生活保護費不正受給対策強化策はははは、、、、申請手続申請手続申請手続申請手続をををを厳格化厳格化厳格化厳格化するものとしてするものとしてするものとしてするものとして危惧危惧危惧危惧するするするする
向向向向きもあるきもあるきもあるきもある。。。。県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2013201320132013年度以降年度以降年度以降年度以降ののの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職員増員計画職員増員計画職員増員計画職員増員計画についてについてについてについて、、、、増員増員増員増員をををを予定予定予定予定しているしているしているしている職種職種職種職種とととと産産産産
科科科科・・・・小児科医師小児科医師小児科医師小児科医師のののの適正配置適正配置適正配置適正配置、、、、７７７７対対対対１１１１看護体制等看護体制等看護体制等看護体制等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは、、、、県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの建建建建てかえについててかえについててかえについててかえについて、、、、2018201820182018年度年度年度年度のののの新病院開所新病院開所新病院開所新病院開所のののの方針方針方針方針をををを示示示示したしたしたした
がががが、、、、今後今後今後今後のののの作業工程作業工程作業工程作業工程、、、、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。。。。

((((6666)))) 性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者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についてについてについてについて、、、、そのそのそのその目的目的目的目的とどのようなとどのようなとどのようなとどのような支援支援支援支援をををを考考考考
えているかえているかえているかえているか。。。。またまたまたまた、、、、運用運用運用運用にににに当当当当たってのたってのたってのたっての課題等課題等課題等課題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。。。。

7777 県警関係県警関係県警関係県警関係についてについてについてについて

((((1111)))) 脱法脱法脱法脱法ドラッグドラッグドラッグドラッグについてはについてはについてはについては、、、、新新新新たにたにたにたに759759759759種種種種をををを薬物指定薬物指定薬物指定薬物指定しししし、、、、現在出回現在出回現在出回現在出回っているっているっているっているハーブハーブハーブハーブのののの大半大半大半大半がががが
規制規制規制規制にかかるようだがにかかるようだがにかかるようだがにかかるようだが、、、、県内県内県内県内のののの販売店舗販売店舗販売店舗販売店舗とととと取取取取りりりり締締締締まりのまりのまりのまりの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県はははは、、、、飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転によるによるによるによる人身事故人身事故人身事故人身事故のののの割合割合割合割合がががが全国全国全国全国ワーストワーストワーストワーストでででで不名誉不名誉不名誉不名誉なななな記録記録記録記録がががが続続続続いているいているいているいている。。。。
飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転がががが根絶根絶根絶根絶できないできないできないできない要因要因要因要因としてとしてとしてとして夜型社会夜型社会夜型社会夜型社会がががが指摘指摘指摘指摘されるがされるがされるがされるが、、、、県警県警県警県警のののの取取取取りりりり締締締締まりだけでなまりだけでなまりだけでなまりだけでな
くくくく、、、、社会全体社会全体社会全体社会全体としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みがみがみがみ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。。。。県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 米国米国米国米国ののののボストンマラソンボストンマラソンボストンマラソンボストンマラソンののののゴールゴールゴールゴール近近近近くでくでくでくで起起起起きたきたきたきた爆弾爆弾爆弾爆弾テロテロテロテロでででで多多多多くのくのくのくの死傷者死傷者死傷者死傷者がががが出出出出たがたがたがたが、、、、このようこのようこのようこのよう
なななな不特定多数不特定多数不特定多数不特定多数のののの市民市民市民市民をををを狙狙狙狙ったったったった無差別攻撃無差別攻撃無差別攻撃無差別攻撃はははは本県本県本県本県でもでもでもでも起起起起こりこりこりこり得得得得るとるとるとると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県警県警県警県警のののの認識認識認識認識
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606月月月月26262626    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 16161616分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（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 沖縄戦全戦没者追悼式沖縄戦全戦没者追悼式沖縄戦全戦没者追悼式沖縄戦全戦没者追悼式でででで初初初初となったとなったとなったとなった外務外務外務外務、、、、防衛両大臣防衛両大臣防衛両大臣防衛両大臣のののの出席出席出席出席、、、、慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日のののの総理総理総理総理とのとのとのとの会談会談会談会談
についてについてについてについて所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 県研究員県研究員県研究員県研究員によるによるによるによる「「「「移設可能移設可能移設可能移設可能なななな候補地候補地候補地候補地35353535カカカカ所所所所」」」」はははは県県県県のののの公式見解公式見解公式見解公式見解かかかか。。。。候補地選定候補地選定候補地選定候補地選定のののの基準基準基準基準、、、、比比比比
較優位性較優位性較優位性較優位性をどのようにをどのようにをどのようにをどのように検証検証検証検証したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「候補地候補地候補地候補地」」」」とはとはとは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輸送機能輸送機能輸送機能輸送機能のみをのみをのみをのみを移設移設移設移設するするするする先先先先かかかか。。。。司令部司令部司令部司令部、、、、陸上部隊陸上部隊陸上部隊陸上部隊、、、、兵兵兵兵たんたんたんたん
補給補給補給補給などなどなどなど在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの機能全体機能全体機能全体機能全体ををををパッケージパッケージパッケージパッケージでででで移設移設移設移設することもすることもすることもすることも可能可能可能可能であるとであるとであるとであると判断判断判断判断してしてしてして選選選選
んだものかんだものかんだものかんだものか。。。。

((((3333)))) 日本政府日本政府日本政府日本政府にもにもにもにも送付送付送付送付するするするする考考考考えかえかえかえか。。。。

((((4444)))) 名護漁協名護漁協名護漁協名護漁協からからからから埋立同意書埋立同意書埋立同意書埋立同意書がががが提出提出提出提出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知事知事知事知事のののの所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。民意民意民意民意のののの動動動動きにつきにつきにつきにつ
いていていていて知事知事知事知事はははは辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対のののの声声声声はなおはなおはなおはなお圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的だとだとだとだと感感感感じているかじているかじているかじているか。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事をををを支持支持支持支持するするするする二人二人二人二人のののの国会議員国会議員国会議員国会議員がががが選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約であるであるであるである「「「「県外県外県外県外」」」」をををを撤回撤回撤回撤回したことについてのしたことについてのしたことについてのしたことについての所所所所
感感感感、、、、知事公約実現知事公約実現知事公約実現知事公約実現へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 自民党参議院自民党参議院自民党参議院自民党参議院マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト「「「「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所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 辺野古埋立申請手続辺野古埋立申請手続辺野古埋立申請手続辺野古埋立申請手続についてについてについてについて

((((1111)))) 形式審査形式審査形式審査形式審査はははは終了終了終了終了しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。県議会代表質問県議会代表質問県議会代表質問県議会代表質問のののの前前前前にににに公告公告公告公告・・・・縦覧縦覧縦覧縦覧をををを行行行行うことがうことがうことがうことが望望望望ましいとましいとましいとましいと
考考考考えているがえているがえているがえているが、、、、知事知事知事知事のののの判断判断判断判断はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた内容審査内容審査内容審査内容審査にににに要要要要するするするする期間期間期間期間、、、、免許免許免許免許のののの意思決定意思決定意思決定意思決定のののの時時時時
期期期期についてについてについてについて見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが補正補正補正補正をををを指示指示指示指示したしたしたした項目項目項目項目についてはについてはについてはについては県民県民県民県民がががが知知知知るべきるべきるべきるべき重要重要重要重要なななな情報情報情報情報であるであるであるである。。。。補正前補正前補正前補正前、、、、補正後補正後補正後補正後
のののの内容内容内容内容がががが比較比較比較比較できるようできるようできるようできるよう県民県民県民県民にににに公開公開公開公開されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 審査審査審査審査のののの基準基準基準基準となるのはとなるのはとなるのはとなるのは「「「「公有水面埋立実務公有水面埋立実務公有水面埋立実務公有水面埋立実務ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック」」」」とととと「「「「公有水面埋立実務便覧公有水面埋立実務便覧公有水面埋立実務便覧公有水面埋立実務便覧」」」」のののの２２２２
つかつかつかつか。。。。実務実務実務実務ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブックにはにはにはには「「「「埋立不実施埋立不実施埋立不実施埋立不実施もももも含含含含むむむむ代替案代替案代替案代替案のののの比較検討比較検討比較検討比較検討」」」」がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。
措置措置措置措置されたかされたかされたかされたか。。。。

((((4444)))) 土砂土砂土砂土砂のののの調達調達調達調達についてについてについてについて県内県内県内県内からのからのからのからの調達量調達量調達量調達量はどれほどとはどれほどとはどれほどとはどれほどと見込見込見込見込まれるかまれるかまれるかまれるか。。。。調達場所調達場所調達場所調達場所はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。

((((5555)))) 政府政府政府政府はははは代執行代執行代執行代執行やややや特措法制定特措法制定特措法制定特措法制定などはなどはなどはなどは「「「「検討検討検討検討していないしていないしていないしていない」」」」旨答弁旨答弁旨答弁旨答弁しているしているしているしている。。。。不承認不承認不承認不承認のののの場合場合場合場合、、、、
埋立事業埋立事業埋立事業埋立事業はそのままはそのままはそのままはそのまま中止中止中止中止されるされるされるされる方向方向方向方向になるとになるとになるとになると考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

((((6666)))) 最終的最終的最終的最終的なななな知事知事知事知事のののの判断判断判断判断はははは何何何何にににに基基基基づいてなされるかづいてなされるかづいてなされるかづいてなされるか。。。。

4444 米軍米軍米軍米軍ＦＦＦＦ15151515戦闘機墜落事故戦闘機墜落事故戦闘機墜落事故戦闘機墜落事故とととと訓練再開訓練再開訓練再開訓練再開についてについてについてについて

((((1111)))) 事故原因事故原因事故原因事故原因がががが解明解明解明解明されないされないされないされない中中中中、、、、米軍米軍米軍米軍のののの安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ飛行中止飛行中止飛行中止飛行中止すらすらすらすら求求求求めないめないめないめない防衛防衛防衛防衛
省省省省、、、、外務省外務省外務省外務省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知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは米軍訓練水域米軍訓練水域米軍訓練水域米軍訓練水域、、、、訓練空域訓練空域訓練空域訓練空域がががが県民県民県民県民のののの安全安全安全安全とととと経済活動経済活動経済活動経済活動にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ損失損失損失損失をををを与与与与えているかえているかえているかえているか
実態実態実態実態をををを調査調査調査調査しているかしているかしているかしているか。。。。返還返還返還返還、、、、解除解除解除解除をををを正式正式正式正式にににに要求要求要求要求しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 嘉手納基地周辺嘉手納基地周辺嘉手納基地周辺嘉手納基地周辺のののの騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害はははは増大悪化増大悪化増大悪化増大悪化のののの一方一方一方一方ではないかではないかではないかではないか。。。。騒音実態騒音実態騒音実態騒音実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行とととと追加配備追加配備追加配備追加配備にににに知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。

6666 沖縄市内米軍跡地沖縄市内米軍跡地沖縄市内米軍跡地沖縄市内米軍跡地ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶についてについてについてについて

((((1111)))) 退役米軍人退役米軍人退役米軍人退役米軍人のののの証言証言証言証言などなどなどなど沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの枯枯枯枯れれれれ葉剤持葉剤持葉剤持葉剤持ちちちち込込込込みのみのみのみの疑念疑念疑念疑念はははは強強強強まるばかりであるまるばかりであるまるばかりであるまるばかりである。。。。県県県県のののの
主体的主体的主体的主体的なななな調査調査調査調査をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが発見発見発見発見されたされたされたされた土地土地土地土地のののの履歴履歴履歴履歴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。。。。使用履歴使用履歴使用履歴使用履歴とととと遺棄遺棄遺棄遺棄されたされたされたされたドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶、、、、
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ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル社社社社とのとのとのとの関係関係関係関係はどのようなことがはどのようなことがはどのようなことがはどのようなことが想定想定想定想定されるかされるかされるかされるか。。。。異臭異臭異臭異臭のののの原因物質原因物質原因物質原因物質はははは何何何何だとだとだとだと考考考考ええええ
られるかられるかられるかられるか。。。。

((((3333)))) 土壌汚染対策法土壌汚染対策法土壌汚染対策法土壌汚染対策法ややややダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類対策特別措置法類対策特別措置法類対策特別措置法類対策特別措置法などのなどのなどのなどの既存法既存法既存法既存法はははは、、、、使用履歴使用履歴使用履歴使用履歴さえさえさえさえ判明判明判明判明
しないしないしないしない米軍基地跡地米軍基地跡地米軍基地跡地米軍基地跡地のののの開発開発開発開発をををを予測予測予測予測していないしていないしていないしていない。。。。今後相当今後相当今後相当今後相当なななな規模規模規模規模のののの返還返還返還返還がががが予定予定予定予定されるされるされるされる中中中中、、、、
国国国国やややや米軍米軍米軍米軍にににに提起提起提起提起すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 調査調査調査調査のののの手順手順手順手順やややや分析項目分析項目分析項目分析項目、、、、調査機関調査機関調査機関調査機関のののの選定選定選定選定についてはについてはについてはについては住民住民住民住民にににに説明説明説明説明しししし透明性透明性透明性透明性をををを確保確保確保確保されたされたされたされた
いいいい。。。。第三者第三者第三者第三者のののの検証検証検証検証にににに耐耐耐耐ええええ得得得得るるるるサンプルサンプルサンプルサンプル検査検査検査検査のののの実施実施実施実施、、、、工事現場全体工事現場全体工事現場全体工事現場全体のののの調査調査調査調査のののの必要性必要性必要性必要性につにつにつにつ
いてもいてもいてもいても伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 工事請負工事請負工事請負工事請負のののの作業員作業員作業員作業員、、、、関係者関係者関係者関係者のののの健康調査健康調査健康調査健康調査をををを速速速速やかにやかにやかにやかに実施実施実施実施することすることすることすること。。。。またまたまたまた待機費用等待機費用等待機費用等待機費用等のののの補補補補
償償償償についてもについてもについてもについても不安不安不安不安のないようのないようのないようのないよう対応対応対応対応されたいされたいされたいされたい。。。。

((((6666)))) 米軍基地跡地米軍基地跡地米軍基地跡地米軍基地跡地にににに起因起因起因起因するするするする問題問題問題問題としてとしてとしてとして、、、、調査調査調査調査やややや補償補償補償補償にににに係係係係るるるる経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担はははは最終的最終的最終的最終的にににに国国国国のののの責責責責
任任任任であることをであることをであることをであることを担保担保担保担保することすることすることすること。。。。

7777 与那国与那国与那国与那国へのへのへのへの自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊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をををを伺伺伺伺うううう。「。「。「。「自衛隊誘致自衛隊誘致自衛隊誘致自衛隊誘致はははは経済対策経済対策経済対策経済対策」」」」とするとするとするとする考考考考ええええ
方方方方にににに県知事県知事県知事県知事としてとしてとしてとして賛同賛同賛同賛同するかするかするかするか。。。。

8888 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めめめめ、、、、日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定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漁業漁業漁業漁業、、、、漁場漁場漁場漁場をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現状認識現状認識現状認識現状認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めめめめ締結後締結後締結後締結後、「、「、「、「アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの安全保障環境安全保障環境安全保障環境安全保障環境にににに大大大大きなきなきなきな前進前進前進前進だだだだ」」」」とととと
答弁答弁答弁答弁したがそのとおりかしたがそのとおりかしたがそのとおりかしたがそのとおりか。。。。県漁業関係者県漁業関係者県漁業関係者県漁業関係者がががが被被被被るるるる損失損失損失損失、、、、経済主権経済主権経済主権経済主権へのへのへのへの侵害侵害侵害侵害をををを県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように
主張主張主張主張してきたのかしてきたのかしてきたのかしてきたのか、、、、結果結果結果結果、、、、問題問題問題問題はどうはどうはどうはどう整理整理整理整理されたかされたかされたかされたか。。。。

((((3333)))) 日台双方日台双方日台双方日台双方のののの交渉交渉交渉交渉のののの責任者責任者責任者責任者はははは誰誰誰誰かかかか。。。。県県県県のののの役割役割役割役割はははは何何何何かかかか。。。。県漁業者県漁業者県漁業者県漁業者のののの権利権利権利権利とととと県益県益県益県益はははは誰誰誰誰がががが担保担保担保担保
しししし、、、、どのようなどのようなどのようなどのような「「「「操業操業操業操業ルールルールルールルール」」」」をををを確定確定確定確定させるのかさせるのかさせるのかさせるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 次回交渉次回交渉次回交渉次回交渉のののの時期時期時期時期とととと議題議題議題議題をををを伺伺伺伺うううう。。。。交渉交渉交渉交渉ののののタイムリミットタイムリミットタイムリミットタイムリミットはあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

((((5555)))) 県県県県のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢としてとしてとしてとして、、、、県民県民県民県民のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに締結締結締結締結されたされたされたされた両協定両協定両協定両協定についてはについてはについてはについては破棄破棄破棄破棄しししし、、、、再交渉再交渉再交渉再交渉するするするする
ようようようよう国国国国にににに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。。。。

9999 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及及及及びびびび一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの評価評価評価評価についてについてについてについて
　　　　ビジョンビジョンビジョンビジョン実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた事業評価事業評価事業評価事業評価ののののシステムシステムシステムシステムととととＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ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。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて24242424年度年度年度年度のののの
執行率執行率執行率執行率（（（（繰越額繰越額繰越額繰越額）、）、）、）、25252525年度年度年度年度のののの交付確定状況交付確定状況交付確定状況交付確定状況についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 随意契約随意契約随意契約随意契約についてについてについてについて

((((1111)))) 包括外部監査人包括外部監査人包括外部監査人包括外部監査人はははは、、、、委託料委託料委託料委託料のののの契約実態契約実態契約実態契約実態についてについてについてについて、、、、入札入札入札入札をしないをしないをしないをしない「「「「随意契約随意契約随意契約随意契約」」」」がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに
多多多多いことをいことをいことをいことを指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。指摘指摘指摘指摘にににに対対対対するするするする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。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが、、、、競争入札競争入札競争入札競争入札にににに適適適適しないしないしないしない、、、、競争入札競争入札競争入札競争入札だとだとだとだと不利不利不利不利としたとしたとしたとした委託契約委託契約委託契約委託契約のうちのうちのうちのうち、、、、23232323年度年度年度年度、、、、24242424年度年度年度年度のののの
上位上位上位上位３３３３位位位位までのまでのまでのまでの額額額額とととと契約者契約者契約者契約者をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

11111111 県職員県職員県職員県職員のののの「「「「天下天下天下天下りりりり」」」」についてについてについてについて
　　　　退職退職退職退職したしたしたした県職員県職員県職員県職員がががが役員等役員等役員等役員等にににに就任就任就任就任しているしているしているしている団体団体団体団体のののの数数数数についてについてについてについて過去過去過去過去３３３３年年年年のののの推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた同同同同
一人一人一人一人のののの「「「「わたりわたりわたりわたり」」」」のののの最多最多最多最多はははは何団体目何団体目何団体目何団体目になっているかになっているかになっているかになっているか伺伺伺伺うううう。。。。

12121212 急激急激急激急激なななな円安円安円安円安によるによるによるによる県経済県経済県経済県経済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についてについてについてについて
　　　　飼料飼料飼料飼料、、、、燃料等燃料等燃料等燃料等のののの価格高騰価格高騰価格高騰価格高騰によりによりによりにより深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを受受受受けているけているけているけている産業産業産業産業、、、、県経済県経済県経済県経済へのへのへのへの影響影響影響影響をどのようをどのようをどのようをどのよう
にににに把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。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。。。。

13131313 離島航空路線離島航空路線離島航空路線離島航空路線のののの安定確保安定確保安定確保安定確保についてについてについてについて
　　　　那覇那覇那覇那覇－－－－久米島線久米島線久米島線久米島線のののの頻繁頻繁頻繁頻繁なななな欠航欠航欠航欠航のののの理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。不安定不安定不安定不安定なななな運航運航運航運航やややや減便減便減便減便によるによるによるによる、、、、流通流通流通流通、、、、経済活経済活経済活経済活
動動動動などなどなどなど島島島島へのへのへのへの影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。離島航空路線離島航空路線離島航空路線離島航空路線のののの安定確保安定確保安定確保安定確保にににに関関関関するするするする県県県県のののの責務責務責務責務とととと緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するするするする課課課課
題題題題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。。。。

14141414 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のののの防音対策助成防音対策助成防音対策助成防音対策助成についてについてについてについて

((((1111)))) 児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法のののの理念理念理念理念にににに照照照照らしらしらしらし、、、、今日今日今日今日なおなおなおなお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がががが国国国国のののの防音工事助成事業防音工事助成事業防音工事助成事業防音工事助成事業のののの対対対対
象外象外象外象外とされていることについてとされていることについてとされていることについてとされていることについて、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

((((2222)))) 防音対策防音対策防音対策防音対策されるべきされるべきされるべきされるべき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のののの数数数数。。。。何市町村何市町村何市町村何市町村にににに立地立地立地立地しているかしているかしているかしているか。。。。県県県県としてそのとしてそのとしてそのとしてその適適適適
用基準用基準用基準用基準はどうあるべきとのはどうあるべきとのはどうあるべきとのはどうあるべきとの認識認識認識認識かかかか。。。。

((((3333)))) そのそのそのその他他他他、、、、福祉施設等福祉施設等福祉施設等福祉施設等においてにおいてにおいてにおいて本来対象本来対象本来対象本来対象とされるべきとされるべきとされるべきとされるべき施設施設施設施設がががが除外除外除外除外されているされているされているされている例例例例はないかはないかはないかはないか。。。。

((((4444)))) 今後今後今後今後のののの国国国国とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。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をををを対象外対象外対象外対象外としてきたとしてきたとしてきたとしてきた「「「「防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺のののの
生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備等整備等整備等整備等にににに関関関関するするするする法律施行令法律施行令法律施行令法律施行令」」」」のののの改正改正改正改正についてもあわせてについてもあわせてについてもあわせてについてもあわせて求求求求めるかめるかめるかめるか。。。。
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15151515 学校施設学校施設学校施設学校施設のののの防音対策防音対策防音対策防音対策にににに伴伴伴伴うううう稼働維持費稼働維持費稼働維持費稼働維持費のののの助成適用期間助成適用期間助成適用期間助成適用期間についてについてについてについて
　　　　爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害のののの実態実態実態実態にににに即即即即しししし通年適用通年適用通年適用通年適用するようするようするようするよう求求求求めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが何何何何らかのらかのらかのらかの改善改善改善改善があったかがあったかがあったかがあったか、、、、従来従来従来従来とととと改改改改
正後正後正後正後のののの期間期間期間期間についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。適用適用適用適用されないされないされないされない月月月月においてもにおいてもにおいてもにおいても到底爆音到底爆音到底爆音到底爆音がががが軽減軽減軽減軽減されているされているされているされている状況状況状況状況になになになにな
くくくく教育現場教育現場教育現場教育現場にはにはにはには年中著年中著年中著年中著しいしいしいしい支障支障支障支障があるがあるがあるがある。。。。通年適用通年適用通年適用通年適用へのさらなるへのさらなるへのさらなるへのさらなる改善改善改善改善をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

16161616 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの実態実態実態実態とととと児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所のののの相談体制相談体制相談体制相談体制についてについてについてについて

((((1111)))) 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待にににに関関関関するするするする相談相談相談相談のののの推移推移推移推移、、、、児童福祉司児童福祉司児童福祉司児童福祉司１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの対応件数対応件数対応件数対応件数、、、、体制面体制面体制面体制面のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 虐待相談虐待相談虐待相談虐待相談をををを受受受受けるけるけるける市町村市町村市町村市町村のののの担当職員担当職員担当職員担当職員のうちのうちのうちのうち児童福祉司児童福祉司児童福祉司児童福祉司のののの有資格者有資格者有資格者有資格者はどれほどかはどれほどかはどれほどかはどれほどか。。。。兼務兼務兼務兼務
やややや非正規非正規非正規非正規などのなどのなどのなどの実態実態実態実態とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設」」」」のののの設置設置設置設置についてそのについてそのについてそのについてその後後後後のののの進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

17171717 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についてについてについてについて

((((1111)))) 開所開所開所開所にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ニーズニーズニーズニーズのののの高高高高いいいい「「「「病院拠点型病院拠点型病院拠点型病院拠点型」」」」のののの可能性可能性可能性可能性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)))) 県警県警県警県警におけるにおけるにおけるにおける専門性専門性専門性専門性のののの発揮発揮発揮発揮とととと女性警察官女性警察官女性警察官女性警察官のののの増員増員増員増員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。ＤＶ、。ＤＶ、。ＤＶ、。ＤＶ、ストーカーストーカーストーカーストーカー、、、、
児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待についてについてについてについて本県本県本県本県のののの特徴特徴特徴特徴とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

18181818 国国国国によるによるによるによる沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害実態調査被害実態調査被害実態調査被害実態調査についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国はははは沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害被害被害被害をををを調査調査調査調査したことがあるかしたことがあるかしたことがあるかしたことがあるか。。。。

((((2222)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害被害被害被害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国国国国はどのようにはどのようにはどのようにはどのように把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦によるによるによるによる死者数死者数死者数死者数、、、、一一一一
般住民般住民般住民般住民のののの被害者数被害者数被害者数被害者数、、、、他県他県他県他県ではではではでは調査済調査済調査済調査済みのみのみのみの「「「「被害面積被害面積被害面積被害面積」」」」やややや「「「「損害額損害額損害額損害額」」」」のののの算出算出算出算出についてもについてもについてもについても伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄戦体験者沖縄戦体験者沖縄戦体験者沖縄戦体験者のののの心心心心のののの傷傷傷傷はいまだはいまだはいまだはいまだ癒癒癒癒えていないえていないえていないえていない。ＰＴＳＤ。ＰＴＳＤ。ＰＴＳＤ。ＰＴＳＤ発症発症発症発症リスクリスクリスクリスクやややや現在現在現在現在もももも米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がががが集集集集
中中中中することによるすることによるすることによるすることによる二次被害二次被害二次被害二次被害などなどなどなど専門家専門家専門家専門家からのからのからのからの指摘指摘指摘指摘もありもありもありもあり、、、、これらをこれらをこれらをこれらを含含含含めめめめ沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害被害被害被害はははは続続続続
いているいているいているいている。。。。沖縄戦被害沖縄戦被害沖縄戦被害沖縄戦被害のののの実態実態実態実態をををを主体的主体的主体的主体的にににに調査調査調査調査しししし把握把握把握把握するようするようするようするよう、、、、国国国国にににに求求求求めよめよめよめよ。。。。

19191919 県立病院事業県立病院事業県立病院事業県立病院事業についてについてについてについて

((((1111)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの建建建建てかえにてかえにてかえにてかえに向向向向けたけたけたけた進進進進、、、、計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本議会本議会本議会本議会にににに上程上程上程上程されたされたされたされた定数条例改正増定数条例改正増定数条例改正増定数条例改正増のののの内容内容内容内容、、、、そのそのそのその必要性必要性必要性必要性、、、、病院経営病院経営病院経営病院経営へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

20202020 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがんワクチンワクチンワクチンワクチン接種接種接種接種についてについてについてについて
　　　　厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省はははは接種呼接種呼接種呼接種呼びかけのびかけのびかけのびかけの一時中止一時中止一時中止一時中止をををを勧告勧告勧告勧告したがしたがしたがしたが、、、、希望者希望者希望者希望者はははは従来従来従来従来どおりどおりどおりどおり無料接種無料接種無料接種無料接種であであであであ
りりりり自己判断自己判断自己判断自己判断がががが求求求求められめられめられめられ戸惑戸惑戸惑戸惑いがあるいがあるいがあるいがある。。。。県県県県のののの方針方針方針方針とととと県民県民県民県民へのへのへのへの指導指導指導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。。。。

21212121 八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題についてについてについてについて
　　　　関係関係関係関係３３３３市町市町市町市町のののの協議再開協議再開協議再開協議再開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のみのみのみの進進進進、、、、教育長教育長教育長教育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。。。。
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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25252525年第年第年第年第4444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))))

06060606月月月月26262626    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 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、、、、憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正のののの国会発議要件国会発議要件国会発議要件国会発議要件をををを緩和緩和緩和緩和するするするする第第第第96969696条改正条改正条改正条改正にこぎつけにこぎつけにこぎつけにこぎつけ、、、、自民党憲法自民党憲法自民党憲法自民党憲法
草案草案草案草案にににに沿沿沿沿ってってってって第第第第９９９９条改正条改正条改正条改正をもくろむをもくろむをもくろむをもくろむ２２２２段階段階段階段階のののの姿勢姿勢姿勢姿勢であるであるであるである。。。。沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でででで悲惨悲惨悲惨悲惨なななな体験体験体験体験をしたをしたをしたをした県民県民県民県民
はははは、、、、戦前回復戦前回復戦前回復戦前回復をををを危惧危惧危惧危惧しししし「「「「不戦不戦不戦不戦をををを誓誓誓誓ったったったった」」」」平和憲法平和憲法平和憲法平和憲法のののの理念理念理念理念をををを生生生生かすことをかすことをかすことをかすことを求求求求めているめているめているめている。。。。知事知事知事知事
はははは、、、、このこのこのこの歴史的史実歴史的史実歴史的史実歴史的史実からからからから目目目目をそらすことなくをそらすことなくをそらすことなくをそらすことなく憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正のののの動動動動きにきにきにきに警鐘警鐘警鐘警鐘をををを鳴鳴鳴鳴らすべきではないらすべきではないらすべきではないらすべきではない
かかかか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府ははははサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ講和条約講和条約講和条約講和条約でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄がががが本土本土本土本土からからからから切切切切りりりり離離離離されたされたされたされた４４４４月月月月28282828日日日日にににに、、、、主権回復主権回復主権回復主権回復
のののの日日日日としてとしてとしてとして政府式典政府式典政府式典政府式典をををを開催開催開催開催したしたしたした。。。。沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦とととと米軍統治米軍統治米軍統治米軍統治をををを強強強強いられたいられたいられたいられた「「「「屈辱屈辱屈辱屈辱のののの思思思思いいいい」」」」をををを再再再再びびびび踏踏踏踏
みにじるみにじるみにじるみにじる行為行為行為行為だとしてだとしてだとしてだとして政府政府政府政府にににに激激激激しくしくしくしく抗議抗議抗議抗議するするするする沖縄大会沖縄大会沖縄大会沖縄大会がががが宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のののの海浜公園海浜公園海浜公園海浜公園でででで開催開催開催開催ささささ
れれれれ、、、、１１１１万余万余万余万余のののの県民県民県民県民がががが結集結集結集結集したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは政府式典政府式典政府式典政府式典にににに高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事をををを出席出席出席出席させさせさせさせ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの抗議大抗議大抗議大抗議大
会会会会にはにはにはには出席出席出席出席をををを見送見送見送見送ったったったった。。。。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。。。。

((((3333)))) 日本維新日本維新日本維新日本維新のののの会会会会・・・・橋下共同代表橋下共同代表橋下共同代表橋下共同代表はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米海兵隊司令官米海兵隊司令官米海兵隊司令官米海兵隊司令官にににに風俗活用風俗活用風俗活用風俗活用のののの提言提言提言提言をををを行行行行ったったったった。。。。
米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地があるゆえのがあるゆえのがあるゆえのがあるゆえの米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる暴行事件暴行事件暴行事件暴行事件などなどなどなど、、、、筆舌筆舌筆舌筆舌にににに尽尽尽尽くしがたいくしがたいくしがたいくしがたい苦苦苦苦しみをしみをしみをしみを受受受受けているけているけているけている
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をををを知知知知らずしてからずしてからずしてからずしてか、、、、人権感覚人権感覚人権感覚人権感覚をををを欠欠欠欠いたいたいたいた発言発言発言発言はははは暴言暴言暴言暴言でありでありでありであり、、、、許許許許しがたいしがたいしがたいしがたい発言発言発言発言であであであであ
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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、衆院選後秋衆院選後秋衆院選後秋衆院選後秋のののの臨時国会臨時国会臨時国会臨時国会にににに「「「「秘密保全法案秘密保全法案秘密保全法案秘密保全法案」」」」をををを提出提出提出提出するするするする動動動動きをしているきをしているきをしているきをしている。。。。国民国民国民国民のののの
知知知知るるるる権利権利権利権利、、、、報道報道報道報道のののの自由自由自由自由をををを初初初初めめめめ憲法憲法憲法憲法のののの諸原理諸原理諸原理諸原理をををを侵害侵害侵害侵害するおそれがあるするおそれがあるするおそれがあるするおそれがある。「。「。「。「秘密保全法秘密保全法秘密保全法秘密保全法」」」」のののの
制定制定制定制定にににに反対反対反対反対しししし、、、、法案法案法案法案のののの国会提出国会提出国会提出国会提出のののの断念断念断念断念をををを求求求求めるものであるめるものであるめるものであるめるものである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの経済政策経済政策経済政策経済政策「「「「アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス」」」」はははは金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和とととと機動的機動的機動的機動的なななな財政出動財政出動財政出動財政出動、、、、成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略でででで構成構成構成構成
しししし、、、、デフレデフレデフレデフレからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却とととと日本経済日本経済日本経済日本経済のののの再生再生再生再生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。。。。しかししかししかししかし、、、、働働働働くくくく者者者者のののの賃金賃金賃金賃金はははは上上上上がらがらがらがら
ずずずず、、、、株価株価株価株価のののの乱高下乱高下乱高下乱高下やややや金利上昇金利上昇金利上昇金利上昇、、、、円安円安円安円安でででで食品価格食品価格食品価格食品価格やややや電気料金電気料金電気料金電気料金もももも上上上上がるなどがるなどがるなどがるなど、、、、暮暮暮暮らしはますらしはますらしはますらしはます
ますますますます苦苦苦苦しくなっているのがしくなっているのがしくなっているのがしくなっているのが実態実態実態実態であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 来年来年来年来年４４４４月月月月からからからから消費税消費税消費税消費税８８８８％％％％のののの増税増税増税増税がががが予定予定予定予定されされされされ、、、、そしてそしてそしてそして2015201520152015年年年年10101010月月月月にはにはにはには10101010％％％％のののの引引引引きききき上上上上げがげがげがげが控控控控
えておりえておりえておりえており、、、、家計家計家計家計へのへのへのへの大打撃大打撃大打撃大打撃はははは間違間違間違間違いないいないいないいない。。。。全国的全国的全国的全国的にもにもにもにも県民所得県民所得県民所得県民所得のののの低低低低いいいい沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民にはにはにはには特特特特
にににに深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態でありでありでありであり、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税のののの撤回撤回撤回撤回をををを求求求求めるめるめるめる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは今年今年今年今年３３３３月月月月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））））交渉交渉交渉交渉へのへのへのへの参加参加参加参加をををを表明表明表明表明したしたしたした。。。。参加各参加各参加各参加各
国国国国とのとのとのとの事前協議事前協議事前協議事前協議でもでもでもでも農産物農産物農産物農産物のののの重要品目重要品目重要品目重要品目のののの関税例外確保関税例外確保関税例外確保関税例外確保はははは何何何何らららら担保担保担保担保されておらずされておらずされておらずされておらず、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ
参加参加参加参加でででで日本農業日本農業日本農業日本農業はははは壊滅的打撃壊滅的打撃壊滅的打撃壊滅的打撃はははは避避避避けられないけられないけられないけられない。。。。21212121分野分野分野分野ものものものもの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和でででで地域経済地域経済地域経済地域経済やややや国民国民国民国民
生活生活生活生活のののの隅隅隅隅々々々々にににに甚大甚大甚大甚大なななな悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼすＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰへのへのへのへの参加参加参加参加はははは断断断断じてじてじてじて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
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて
　　　　県県県県はははは鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入のののの調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、2015201520152015年末年末年末年末にもにもにもにも国国国国にににに事業化事業化事業化事業化をををを働働働働きかけるきかけるきかけるきかける方針方針方針方針をををを示示示示
しているしているしているしている。。。。調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書はははは、、、、事業規模事業規模事業規模事業規模やややや採算性採算性採算性採算性のののの問題点問題点問題点問題点をををを整理整理整理整理しししし、、、、早期導入早期導入早期導入早期導入のののの実現化実現化実現化実現化をををを図図図図るるるる
ものとしておりものとしておりものとしておりものとしており、、、、そのそのそのその概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 道州制導入道州制導入道州制導入道州制導入についてについてについてについて
　　　　道州制基本法案道州制基本法案道州制基本法案道州制基本法案がががが国会国会国会国会にににに提出提出提出提出されるされるされるされる動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。道州道州道州道州にはにはにはには、、、、国国国国のののの権限権限権限権限やややや財源財源財源財源がががが移行移行移行移行しふしふしふしふ
えるためえるためえるためえるため、、、、地方分権地方分権地方分権地方分権がががが進進進進むとされるがむとされるがむとされるがむとされるが、、、、州都州都州都州都がががが置置置置かれるかれるかれるかれる都市都市都市都市へのへのへのへの一極集中一極集中一極集中一極集中などなどなどなど、、、、全国知事全国知事全国知事全国知事
会会会会ではではではでは賛否賛否賛否賛否がががが分分分分かれかれかれかれ、、、、小規模自治体小規模自治体小規模自治体小規模自治体のののの多多多多くがくがくがくが反対反対反対反対をしているをしているをしているをしている。。。。以下以下以下以下、、、、問題点問題点問題点問題点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 道州間道州間道州間道州間のののの格差格差格差格差にににに加加加加ええええ道州内格差道州内格差道州内格差道州内格差のののの一層一層一層一層のののの拡大拡大拡大拡大となりとなりとなりとなり、、、、農漁村農漁村農漁村農漁村のののの疲弊疲弊疲弊疲弊につながりにつながりにつながりにつながり、「、「、「、「選択選択選択選択
とととと集中集中集中集中」」」」のののの理論理論理論理論でででで「「「「地域切地域切地域切地域切りりりり捨捨捨捨てててて」」」」にならないかにならないかにならないかにならないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国民的議論国民的議論国民的議論国民的議論もももも不十分不十分不十分不十分のままのままのままのまま、、、、拙速拙速拙速拙速すぎるすぎるすぎるすぎる導入導入導入導入にににに問題問題問題問題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。。。。

((((3333)))) 都道府県都道府県都道府県都道府県をををを広域的広域的広域的広域的なななな自治体自治体自治体自治体としてとしてとしてとして機能強化機能強化機能強化機能強化するなどするなどするなどするなど、、、、現行二層制現行二層制現行二層制現行二層制でのでのでのでの分権分権分権分権、、、、自治自治自治自治をををを進進進進めめめめ
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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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 中央省庁中央省庁中央省庁中央省庁をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直しししし、、、、権限権限権限権限・・・・財源財源財源財源をををを一体一体一体一体としてとしてとしてとして地方地方地方地方へへへへ移譲移譲移譲移譲するするするする分権分権分権分権・・・・自治自治自治自治をををを積極積極積極積極
的的的的にににに推進推進推進推進すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーについてについてについてについて
　　　　日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおける太陽光太陽光太陽光太陽光のののの発電能力発電能力発電能力発電能力がががが昨年昨年昨年昨年にににに比比比比べべべべ2222....2222倍倍倍倍のののの530530530530万万万万キロワットキロワットキロワットキロワットにににに拡大拡大拡大拡大しししし、、、、ドイドイドイドイ
ツツツツをををを抜抜抜抜いていていていて世界一世界一世界一世界一のののの見通見通見通見通しとのしとのしとのしとの報道報道報道報道があるがあるがあるがある。。。。急拡大急拡大急拡大急拡大のののの理由理由理由理由にににに、、、、福島第一原発事故福島第一原発事故福島第一原発事故福島第一原発事故もきっかもきっかもきっかもきっか
けとなりけとなりけとなりけとなり、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの「「「「固定価格買固定価格買固定価格買固定価格買いいいい取取取取りりりり制度制度制度制度」」」」でででで買買買買いいいい取取取取りりりり価格価格価格価格がががが高高高高めにめにめにめに設定設定設定設定ささささ
れれれれ、、、、導入意欲導入意欲導入意欲導入意欲がががが高高高高まっているとのことであるまっているとのことであるまっているとのことであるまっているとのことである。。。。しかししかししかししかし、、、、沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内のののの再生再生再生再生エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの導入導入導入導入はははは
おくれておりおくれておりおくれておりおくれており、、、、化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料によるによるによるによる火力発電火力発電火力発電火力発電からからからから再生可能再生可能再生可能再生可能なななな「「「「エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー」」」」をどうをどうをどうをどう位置位置位置位置づけるのかづけるのかづけるのかづけるのか
問問問問われているわれているわれているわれている。。。。次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの発電電力量発電電力量発電電力量発電電力量のののの割合割合割合割合はははは幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大規模大規模大規模大規模なななな太陽光太陽光太陽光太陽光やややや風力風力風力風力によるによるによるによる電力系統電力系統電力系統電力系統へのへのへのへの安定化対策安定化対策安定化対策安定化対策やややや、、、、小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島のののの蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池をををを導導導導
入入入入したしたしたした実証実験実証実験実証実験実証実験のののの成果成果成果成果はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 住宅用住宅用住宅用住宅用のののの太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムシステムシステムシステム導入導入導入導入におけるにおけるにおけるにおける国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村のののの補助金補助金補助金補助金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 公務員給与削減公務員給与削減公務員給与削減公務員給与削減についてについてについてについて
　　　　県当局県当局県当局県当局はははは、、、、県職員給与県職員給与県職員給与県職員給与をををを来年来年来年来年３３３３月月月月までのまでのまでのまでの９９９９カカカカ月間月間月間月間、、、、最大最大最大最大9999....6666％％％％削減削減削減削減のののの方針方針方針方針をををを示示示示したしたしたした。。。。対象対象対象対象
はははは県職員初県職員初県職員初県職員初めめめめ、、、、警察警察警察警察やややや教職員教職員教職員教職員をををを含含含含めめめめ、、、、約約約約２２２２万万万万4000400040004000人人人人とととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。これはこれはこれはこれは政府政府政府政府によるによるによるによる復興復興復興復興
財源化財源化財源化財源化をををを目的目的目的目的にににに、、、、国家公務員給与国家公務員給与国家公務員給与国家公務員給与をををを平均平均平均平均7777....8888％％％％削減削減削減削減したのでしたのでしたのでしたので、、、、地方地方地方地方にもにもにもにも人件費相当分人件費相当分人件費相当分人件費相当分のののの地地地地
方交付税方交付税方交付税方交付税のののの削減削減削減削減をををを求求求求めてきたからであるめてきたからであるめてきたからであるめてきたからである。。。。このこのこのこの政府政府政府政府のののの手法手法手法手法はははは、、、、法法法法やややや制度制度制度制度のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを無視無視無視無視しししし、、、、地地地地
方自治方自治方自治方自治をををを否定否定否定否定することになりすることになりすることになりすることになり、、、、多多多多くのくのくのくの問題問題問題問題をはらんでいるをはらんでいるをはらんでいるをはらんでいる。。。。以下以下以下以下、、、、問題点問題点問題点問題点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは今回今回今回今回、、、、給与削減給与削減給与削減給与削減のためにのためにのためにのために地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税をををを減額減額減額減額したしたしたした。。。。国国国国のののの政策目的達成政策目的達成政策目的達成政策目的達成のののの手段手段手段手段としとしとしとし
てのてのてのての地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの減額減額減額減額はははは、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに反反反反するものでないかするものでないかするものでないかするものでないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 全国知事会全国知事会全国知事会全国知事会、、、、市長会及市長会及市長会及市長会及びびびび町村長会等町村長会等町村長会等町村長会等はははは、、、、独自独自独自独自のののの給与給与給与給与カットカットカットカットなどのなどのなどのなどの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革をををを取取取取りりりり組組組組んんんん
だことやだことやだことやだことや、、、、交付税交付税交付税交付税のののの削減削減削減削減がががが景気景気景気景気をををを冷冷冷冷ええええ込込込込ますとしてますとしてますとしてますとして国国国国のののの政策政策政策政策にににに反発反発反発反発しているしているしているしている。。。。このことをどこのことをどこのことをどこのことをど
うううう考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 公務員給与公務員給与公務員給与公務員給与はははは人事委員会勧告人事委員会勧告人事委員会勧告人事委員会勧告をををを受受受受けてけてけてけて、、、、労使交渉労使交渉労使交渉労使交渉をををを経経経経てててて決定決定決定決定をしてをしてをしてをして行行行行くくくく仕組仕組仕組仕組みであるみであるみであるみである。。。。
今回今回今回今回、、、、このこのこのこのシステムシステムシステムシステムをををを無視無視無視無視しししし、、、、国国国国からからからからトップダウントップダウントップダウントップダウンでででで地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税をををを削減削減削減削減しししし、、、、給与削減給与削減給与削減給与削減をををを求求求求めめめめ
てくることはてくることはてくることはてくることは、、、、人勧制度人勧制度人勧制度人勧制度のののの否定否定否定否定とととと、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治へのへのへのへの介入介入介入介入でありでありでありであり不当不当不当不当ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内ではではではでは那覇市那覇市那覇市那覇市などなどなどなど各市町村各市町村各市町村各市町村のののの大半大半大半大半がががが、、、、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税をををを政策誘導政策誘導政策誘導政策誘導のののの手段手段手段手段としてとしてとしてとして用用用用いていいていいていいてい
ることはることはることはることは問題問題問題問題があるとしてがあるとしてがあるとしてがあるとして給与削減給与削減給与削減給与削減をしないとをしないとをしないとをしないと表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。県内県内県内県内のののの市町村市町村市町村市町村のののの動向動向動向動向とととと、、、、県県県県もももも
同同同同じじじじ立場立場立場立場をををを取取取取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伺伺伺伺うううう。。。。

6666 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル問題問題問題問題についてについてについてについて
　　　　平成平成平成平成24242424年年年年11111111月月月月24242424日日日日にににに公表公表公表公表されたされたされたされた識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル建設工事建設工事建設工事建設工事にににに係係係係るるるる住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求にににに対対対対するするするする監監監監
査結果査結果査結果査結果はははは、、、、国庫補助金返還金国庫補助金返還金国庫補助金返還金国庫補助金返還金のののの返還返還返還返還にににに伴伴伴伴うううう県県県県のののの損害金損害金損害金損害金についてについてについてについて、、、、工事請負費支出相当額工事請負費支出相当額工事請負費支出相当額工事請負費支出相当額
のののの５５５５億億億億708708708708万万万万７７７７000000000000円円円円についてはについてはについてはについては監査請求期間監査請求期間監査請求期間監査請求期間をををを過過過過ぎているとしてぎているとしてぎているとしてぎているとして請求請求請求請求をををを却下却下却下却下したもののしたもののしたもののしたものの、、、、利利利利
息息息息7177717771777177万万万万6779677967796779円円円円をををを県県県県のののの損害金損害金損害金損害金とととと判断判断判断判断しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、職員職員職員職員のののの故意故意故意故意、、、、過失又過失又過失又過失又はははは重過失重過失重過失重過失についについについについ
てはてはてはては、、、、過失過失過失過失ないしないしないしないし重過失重過失重過失重過失があったとがあったとがあったとがあったと認定認定認定認定しししし、、、、請負者請負者請負者請負者についてもについてもについてもについても責任責任責任責任のののの一端一端一端一端があったとそのがあったとそのがあったとそのがあったとその責責責責
任任任任をををを認認認認めているめているめているめている。。。。そしてそしてそしてそして、「、「、「、「自治法第自治法第自治法第自治法第242242242242条第条第条第条第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき、、、、知事知事知事知事にににに対対対対しししし、、、、国庫補助金国庫補助金国庫補助金国庫補助金
のののの返還返還返還返還にににに伴伴伴伴いいいい、、、、県県県県がこうむったがこうむったがこうむったがこうむった損害金損害金損害金損害金のののの補塡補塡補塡補塡のためのためのためのため、、、、本件本件本件本件にかかわったにかかわったにかかわったにかかわった職員及職員及職員及職員及びびびび関係者関係者関係者関係者をををを
改改改改めてめてめてめて調査調査調査調査のののの上上上上、、、、必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずることをずることをずることをずることを勧告勧告勧告勧告するするするする」」」」とととと結論付結論付結論付結論付けているけているけているけている。。。。以下以下以下以下、、、、監査委員監査委員監査委員監査委員
にににに質問質問質問質問するするするする。。。。

((((1111)))) 監査委員監査委員監査委員監査委員がががが利息利息利息利息7177717771777177万万万万6779677967796779円円円円をををを県県県県のののの損害金損害金損害金損害金とととと判断判断判断判断したしたしたした理由及理由及理由及理由及びびびび根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 職員職員職員職員のののの賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任についてについてについてについて、、、、県県県県はこのはこのはこのはこの間間間間のののの議会答弁等議会答弁等議会答弁等議会答弁等においてにおいてにおいてにおいて、、、、職員職員職員職員にににに「「「「故意又故意又故意又故意又はははは重大重大重大重大なななな
過失過失過失過失はなかったはなかったはなかったはなかった」」」」としてとしてとしてとして、、、、職員職員職員職員にににに賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任をををを求求求求めることはできないとのめることはできないとのめることはできないとのめることはできないとの考考考考ええええ方方方方をををを表明表明表明表明していしていしていしてい
るがるがるがるが、、、、監査委員監査委員監査委員監査委員としてとしてとしてとして、、、、職員職員職員職員にににに「「「「過失過失過失過失ないしないしないしないし重過失重過失重過失重過失があったがあったがあったがあった」」」」とととと認認認認めためためためた理由及理由及理由及理由及びびびび根拠根拠根拠根拠はははは何何何何
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 工期工期工期工期をををを偽装偽装偽装偽装したしたしたした契約契約契約契約にににに係係係係るるるる請負者請負者請負者請負者のののの責任責任責任責任についてについてについてについて「「「「請負者請負者請負者請負者のののの大成大成大成大成ＪＶＪＶＪＶＪＶにもにもにもにも責任責任責任責任のののの一端一端一端一端がががが
あったあったあったあった」」」」とととと認定認定認定認定したしたしたした理由及理由及理由及理由及びびびび根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 請負者請負者請負者請負者にににに対対対対するするするする工事請負代金工事請負代金工事請負代金工事請負代金のののの返還請求返還請求返還請求返還請求についてについてについてについて、、、、県県県県はははは平成平成平成平成24242424年年年年２２２２月議会月議会月議会月議会においてにおいてにおいてにおいて、、、、
「「「「請負業者請負業者請負業者請負業者にににに対対対対してしてしてして代金代金代金代金のののの返還返還返還返還をををを求求求求めるべきではないかということについてはめるべきではないかということについてはめるべきではないかということについてはめるべきではないかということについては、、、、業者業者業者業者にににに対対対対
するするするする追求追求追求追求をををを含含含含めてめてめてめて、、、、前向前向前向前向きにきにきにきに検討検討検討検討してまいりたいしてまいりたいしてまいりたいしてまいりたい。」。」。」。」とととと答弁答弁答弁答弁しししし、、、、そのそのそのその後後後後もももも、「、「、「、「現在現討中現在現討中現在現討中現在現討中」」」」でででで
あるとあるとあるとあると答弁答弁答弁答弁しているしているしているしている。「。「。「。「前向前向前向前向きにきにきにきに検討検討検討検討するするするする」」」」とととと答弁答弁答弁答弁してからしてからしてからしてから１１１１年以上年以上年以上年以上がががが経過経過経過経過していますがしていますがしていますがしていますが、、、、検検検検
討状況討状況討状況討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。。。。特特特特にににに、、、、請負者請負者請負者請負者のののの責任責任責任責任についてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにについてはどのように検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか
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伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 監査委員監査委員監査委員監査委員はははは、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第242242242242条第条第条第条第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づいてづいてづいてづいて、「、「、「、「本件本件本件本件にかかわったにかかわったにかかわったにかかわった職員及職員及職員及職員及
びびびび関係人関係人関係人関係人をををを改改改改めてめてめてめて調査調査調査調査のののの上上上上、、、、必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずることずることずることずること」」」」とのとのとのとの勧告勧告勧告勧告をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、知事知事知事知事はははは職員職員職員職員
及及及及びびびび関係人関係人関係人関係人のののの調査調査調査調査をををを行行行行ったかったかったかったか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用についてについてについてについて
　　　　改正労働法改正労働法改正労働法改正労働法がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、有期雇用有期雇用有期雇用有期雇用のののの「「「「５５５５年年年年ルールルールルールルール」」」」がががが実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。非常勤非常勤非常勤非常勤などなどなどなど有期雇用有期雇用有期雇用有期雇用のののの
労働者労働者労働者労働者がががが「「「「５５５５年年年年をををを超超超超えてえてえてえて勤勤勤勤めためためためた場合場合場合場合」、」、」、」、労働者労働者労働者労働者がががが無期契約無期契約無期契約無期契約をををを申申申申しししし込込込込めばめばめばめば転換転換転換転換できることをできることをできることをできることを定定定定
めているめているめているめている。。。。しかししかししかししかし、、、、雇用主雇用主雇用主雇用主がそのがそのがそのがその適用適用適用適用をををを避避避避けようとしてけようとしてけようとしてけようとして、、、、反復更新反復更新反復更新反復更新はははは行行行行わないとするわないとするわないとするわないとする「「「「雇雇雇雇いどいどいどいど
めめめめ」」」」のののの問題問題問題問題がががが起起起起こっているこっているこっているこっている。。。。全国的全国的全国的全国的にはにはにはには34343434％、％、％、％、1756175617561756万人万人万人万人がががが非正規非正規非正規非正規でででで、、、、賃金賃金賃金賃金もももも安価安価安価安価でででで不都合不都合不都合不都合
になればになればになればになれば解雇解雇解雇解雇されるされるされるされる不安定雇用不安定雇用不安定雇用不安定雇用のののの実情実情実情実情であるであるであるである。。。。以下以下以下以下、、、、問題点問題点問題点問題点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの割合割合割合割合とととと人数人数人数人数はははは幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 改正労働法改正労働法改正労働法改正労働法がががが施行施行施行施行されてからされてからされてからされてから１１１１年以上経年以上経年以上経年以上経つがつがつがつが雇雇雇雇いどめいどめいどめいどめ等等等等、、、、県内県内県内県内のののの実情実情実情実情はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 非正規非正規非正規非正規のののの安定雇用安定雇用安定雇用安定雇用のののの対策対策対策対策はどうしているのかはどうしているのかはどうしているのかはどうしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 非正規非正規非正規非正規のののの労働紛争労働紛争労働紛争労働紛争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。。。。

((((5555)))) 非正規非正規非正規非正規をををを限定正社員限定正社員限定正社員限定正社員ににににシフトシフトシフトシフト化化化化させさせさせさせ、、、、安易安易安易安易にににに解雇解雇解雇解雇できるできるできるできるルールルールルールルールがががが策定策定策定策定されたらされたらされたらされたら問題問題問題問題ではではではでは
ないかないかないかないか伺伺伺伺うううう。。。。

8888 離島教育支援離島教育支援離島教育支援離島教育支援についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島のののの高校生高校生高校生高校生のののの通学費通学費通学費通学費やややや居住費居住費居住費居住費をををを補助補助補助補助するするするする離島高校生支援事業離島高校生支援事業離島高校生支援事業離島高校生支援事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄離島体験交流事業沖縄離島体験交流事業沖縄離島体験交流事業沖縄離島体験交流事業のののの実績実績実績実績とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島僻地離島僻地離島僻地離島僻地のののの学習支援事業学習支援事業学習支援事業学習支援事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 離島出身者離島出身者離島出身者離島出身者のののの公設寄宿舎建設公設寄宿舎建設公設寄宿舎建設公設寄宿舎建設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。。。。


