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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6666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))))

09090909月月月月27272727    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 27272727分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 県民県民県民県民のののの意思意思意思意思にににに関係関係関係関係なくなくなくなく強行配備強行配備強行配備強行配備されるされるされるされるオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府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見解及見解及見解及見解及びびびび
配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回のののの秘策秘策秘策秘策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) アメリカアメリカアメリカアメリカ本土本土本土本土でのでのでのでのオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ着陸失敗事故着陸失敗事故着陸失敗事故着陸失敗事故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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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断固反対断固反対断固反対断固反対すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うがうがうがうが、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請のののの承認承認承認承認についてはについてはについてはについては
どうどうどうどう対応対応対応対応するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地経済依存論基地経済依存論基地経済依存論基地経済依存論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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 長寿日本一奪回長寿日本一奪回長寿日本一奪回長寿日本一奪回にににに向向向向けてのけてのけてのけての知事知事知事知事のののの見解見解見解見解、、、、意気込意気込意気込意気込みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 知事公室関係知事公室関係知事公室関係知事公室関係についてについてについてについて

((((1111)))) 知事公室長知事公室長知事公室長知事公室長ののののハワイハワイハワイハワイ訪問訪問訪問訪問のののの成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) HHHHHHHH60606060ヘリヘリヘリヘリ墜落以降墜落以降墜落以降墜落以降、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの理不尽理不尽理不尽理不尽なななな見解見解見解見解、、、、訓練再開訓練再開訓練再開訓練再開、、、、環境調査環境調査環境調査環境調査のののの制限等制限等制限等制限等にににに対対対対すすすす
るるるる県県県県のののの今後今後今後今後のののの対応対応対応対応、、、、対策対策対策対策はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場工事現場場工事現場場工事現場場工事現場でででで発見発見発見発見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問題缶問題缶問題缶問題にににに対対対対するするするする県県県県のののの役割役割役割役割、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 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建設建設建設建設ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに拍車拍車拍車拍車をかけをかけをかけをかけ、、、、訓練訓練訓練訓練によるによるによるによる山火事山火事山火事山火事やややや事故事故事故事故のののの発生発生発生発生のののの
もとになりもとになりもとになりもとにな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。。。。

3333 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 文化芸術振興条例制定文化芸術振興条例制定文化芸術振興条例制定文化芸術振興条例制定のののの意義意義意義意義についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県執行部県執行部県執行部県執行部ととととOCVBOCVBOCVBOCVBのののの役割役割役割役割をどうしていくのかをどうしていくのかをどうしていくのかをどうしていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 観光客個人消費額増観光客個人消費額増観光客個人消費額増観光客個人消費額増のためにものためにものためにものためにも富裕層観光客対策富裕層観光客対策富裕層観光客対策富裕層観光客対策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、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 観光観光観光観光トレンドトレンドトレンドトレンドのののの変化変化変化変化についてについてについてについて県県県県はどうはどうはどうはどう捉捉捉捉えているのかえているのかえているのかえているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 観光業界観光業界観光業界観光業界におけるにおけるにおけるにおける雇用雇用雇用雇用のののの課題課題課題課題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伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 新石垣空港効果新石垣空港効果新石垣空港効果新石垣空港効果についてについてについてについて県県県県のののの評価評価評価評価とととと課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 離島観光離島観光離島観光離島観光ののののビジョンビジョンビジョンビジョンについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 観光関連予算増観光関連予算増観光関連予算増観光関連予算増とととと比較比較比較比較してしてしてして文化芸術関連予算文化芸術関連予算文化芸術関連予算文化芸術関連予算はははは減額減額減額減額のののの感感感感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。。。。

((((9999)))) 県県県県のののの医療医療医療医療ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムのののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))次期県立郷土劇場次期県立郷土劇場次期県立郷土劇場次期県立郷土劇場のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの文化芸術芸能文化芸術芸能文化芸術芸能文化芸術芸能バンクバンクバンクバンクをををを創設創設創設創設しししし文化体系文化体系文化体系文化体系のののの保持保持保持保持、、、、発展発展発展発展にににに取取取取りりりり組組組組むべきとむべきとむべきとむべきと考考考考えるがえるがえるがえるが
県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((12121212))))しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの継承継承継承継承にににに対対対対するするするする県計画県計画県計画県計画のあらましをのあらましをのあらましをのあらましを伺伺伺伺うううう。。。。

((((13131313))))県県県県とととと各市町村観光協会各市町村観光協会各市町村観光協会各市町村観光協会とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 総務部関係総務部関係総務部関係総務部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの人口増加計画人口増加計画人口増加計画人口増加計画のののの具体策具体策具体策具体策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加後参加後参加後参加後のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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各品目各品目各品目各品目、、、、予想被害額予想被害額予想被害額予想被害額をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税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についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 企画部関係企画部関係企画部関係企画部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入にににに当当当当たりたりたりたり各地方自治体各地方自治体各地方自治体各地方自治体、、、、広域圏広域圏広域圏広域圏はははは導入導入導入導入にににに向向向向けけけけシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム等等等等をををを開催開催開催開催しているしているしているしている
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がががが県県県県のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民のののの夢夢夢夢であるであるであるである、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの開通開通開通開通はははは最短最短最短最短でででで何年何年何年何年かかるかかかるかかかるかかかるか、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成24242424年年年年、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの県内完全失業率県内完全失業率県内完全失業率県内完全失業率のののの推移推移推移推移についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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)))) 中城湾新港地域中城湾新港地域中城湾新港地域中城湾新港地域・・・・国際物流拠点地域国際物流拠点地域国際物流拠点地域国際物流拠点地域のののの振興振興振興振興はははは順調順調順調順調かかかか、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金はははは県経済県経済県経済県経済にににに有効有効有効有効にににに活用活用活用活用されているかされているかされているかされているか、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県県県県のののの計画計画計画計画するするするする工芸振興施設工芸振興施設工芸振興施設工芸振興施設についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 人材育成認証制度人材育成認証制度人材育成認証制度人材育成認証制度についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 土木建築部関係土木建築部関係土木建築部関係土木建築部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの進進進進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)))) 米軍関係工事米軍関係工事米軍関係工事米軍関係工事ののののボンドボンドボンドボンド支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 農林水産部関係農林水産部関係農林水産部関係農林水産部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定、、、、日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定のののの見直見直見直見直しししし、、、、またまたまたまた新新新新たにたにたにたに発足発足発足発足されたされたされたされた漁業者協議会漁業者協議会漁業者協議会漁業者協議会にににに対対対対するするするする
今後今後今後今後のののの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。。。。

9999 福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部・・・・病院事業局関係病院事業局関係病院事業局関係病院事業局関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県障害県障害県障害県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例案条例案条例案条例案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)))) 重粒子線治療施設開設重粒子線治療施設開設重粒子線治療施設開設重粒子線治療施設開設にににに向向向向けてのけてのけてのけての県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 厚労省厚労省厚労省厚労省のののの特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム、、、、入所基準引入所基準引入所基準引入所基準引きききき上上上上げげげげ方針方針方針方針についてについてについてについて県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連についてについてについてについて

((((1111)))) ６６６６年連続最下位年連続最下位年連続最下位年連続最下位となったとなったとなったとなった全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテスト。。。。県県県県のののの今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中中中中・・・・高生売春事件後高生売春事件後高生売春事件後高生売春事件後のののの県県県県のののの対応対応対応対応とととと防止策防止策防止策防止策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

11111111 県警察県警察県警察県警察、、、、公安委員会関連公安委員会関連公安委員会関連公安委員会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの未成年未成年未成年未成年のののの売春検挙売春検挙売春検挙売春検挙、、、、実態実態実態実態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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄警察署移転後沖縄警察署移転後沖縄警察署移転後沖縄警察署移転後のののの地域地域地域地域のののの犯罪率犯罪率犯罪率犯罪率ののの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6666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))))

09090909月月月月27272727    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 19191919分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 次年度予算次年度予算次年度予算次年度予算のののの概算要求概算要求概算要求概算要求についてについてについてについて

((((1111)))) 内閣府内閣府内閣府内閣府はははは、、、、次年度次年度次年度次年度のののの沖縄関係予算沖縄関係予算沖縄関係予算沖縄関係予算のののの概算要求額概算要求額概算要求額概算要求額をををを、、、、本年度当初予算比本年度当初予算比本年度当初予算比本年度当初予算比406406406406億円増億円増億円増億円増のののの
3408340834083408億円億円億円億円をををを要求要求要求要求しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 次年度次年度次年度次年度のののの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは、、、、1671167116711671億円要求億円要求億円要求億円要求されていますされていますされていますされています。。。。ソフトソフトソフトソフト交付金交付金交付金交付金はははは本年度本年度本年度本年度とととと同額同額同額同額のののの
803803803803億円億円億円億円、、、、ハードハードハードハード交付金交付金交付金交付金はははは58585858億円増億円増億円増億円増のののの868868868868億円億円億円億円になっていますになっていますになっていますになっています。。。。ハードハードハードハード交付金交付金交付金交付金がががが増額要増額要増額要増額要
求求求求になったになったになったになった根拠根拠根拠根拠はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。

((((3333)))) 来年来年来年来年１１１１月月月月にににに着工予定着工予定着工予定着工予定のののの那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路整備事業滑走路整備事業滑走路整備事業滑走路整備事業はははは、、、、財源財源財源財源のののの枠組枠組枠組枠組みがまだみがまだみがまだみがまだ確定確定確定確定してしてしてして
おらずおらずおらずおらず、、、、財源確保財源確保財源確保財源確保のめどがのめどがのめどがのめどが立立立立っていませんっていませんっていませんっていません。。。。国管理空港国管理空港国管理空港国管理空港のののの財源財源財源財源のののの原則原則原則原則はははは、、、、国国国国とととと地方地方地方地方でででで負負負負
担担担担することになっているがすることになっているがすることになっているがすることになっているが、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの場合場合場合場合、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの枠組枠組枠組枠組みでみでみでみで計上計上計上計上されるとなっていされるとなっていされるとなっていされるとなってい
ますますますます。。。。空港整備特別会計空港整備特別会計空港整備特別会計空港整備特別会計からのからのからのからの拠出以外拠出以外拠出以外拠出以外のののの財源財源財源財源をどうをどうをどうをどう確保確保確保確保しますかしますかしますかしますか。。。。

((((4444)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についてについてについてについて、、、、次年度予算次年度予算次年度予算次年度予算をををを要求要求要求要求どおりどおりどおりどおり確保確保確保確保できるかはできるかはできるかはできるかは、、、、財務省財務省財務省財務省などのなどのなどのなどの厳厳厳厳しいしいしいしい査査査査
定定定定ををををクリアクリアクリアクリアしなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも本年度本年度本年度本年度のののの事業執行状況事業執行状況事業執行状況事業執行状況がががが問問問問われますがわれますがわれますがわれますが、、、、
いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

((((5555)))) 次年度次年度次年度次年度のののの沖縄関係予算要求額沖縄関係予算要求額沖縄関係予算要求額沖縄関係予算要求額がががが県県県県のののの要求要求要求要求をををを上回上回上回上回るるるる額額額額になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、普天間普天間普天間普天間のののの県内県内県内県内
移設移設移設移設とのとのとのとの駆駆駆駆けけけけ引引引引きというきというきというきという見方見方見方見方もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは決決決決してぶれてはいけないとしてぶれてはいけないとしてぶれてはいけないとしてぶれてはいけないと思思思思いいいい
ますますますます。。。。いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

2222 知事公室関連知事公室関連知事公室関連知事公室関連についてについてについてについて

((((1111)))) 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するするするする公有水面埋公有水面埋公有水面埋公有水面埋めめめめ立立立立てのてのてのての手続手続手続手続のののの中中中中でででで、、、、移設容認移設容認移設容認移設容認するよするよするよするよ
うなことがあってはうなことがあってはうなことがあってはうなことがあっては決決決決してならないとしてならないとしてならないとしてならないと考考考考えますえますえますえます。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((2222)))) 次年度次年度次年度次年度のののの防衛省防衛省防衛省防衛省のののの予算要求予算要求予算要求予算要求のののの中中中中にににに普天間飛行場整備普天間飛行場整備普天間飛行場整備普天間飛行場整備にににに25252525億円億円億円億円をををを要求要求要求要求したとのことであしたとのことであしたとのことであしたとのことであ
りますがりますがりますがりますが、、、、固定化固定化固定化固定化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懸念懸念懸念懸念されますされますされますされます。。。。いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

((((3333)))) 又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長はははは本年本年本年本年１１１１月月月月、、、、４４４４月月月月、、、、９９９９月月月月とととと精力的精力的精力的精力的にににに訪米訪米訪米訪米しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、訪米訪米訪米訪米のののの狙狙狙狙いはいはいはいは何何何何
でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地のののの過重負担過重負担過重負担過重負担についてについてについてについて、、、、米国側米国側米国側米国側のののの反応反応反応反応はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、またまたまたまた、、、、普天間普天間普天間普天間のののの
県外移設県外移設県外移設県外移設というというというという県民県民県民県民のののの要求要求要求要求についてのについてのについてのについての反応反応反応反応はいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか。。。。

((((4444)))) 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、地震地震地震地震やややや津波津波津波津波をををを予測予測予測予測しししし、、、、防災対策防災対策防災対策防災対策をををを強化強化強化強化しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません
がががが、、、、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ますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 「「「「沖縄県防災情報沖縄県防災情報沖縄県防災情報沖縄県防災情報システムシステムシステムシステム」」」」のののの機能強化機能強化機能強化機能強化をををを進進進進めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、進進進進状況状況状況状況はどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうか。。。。

3333 企画部関連企画部関連企画部関連企画部関連についてについてについてについて

((((1111)))) モノレールモノレールモノレールモノレールのののの浦添延長浦添延長浦添延長浦添延長のののの進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 公共交通公共交通公共交通公共交通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ついてについてについてについて、、、、基幹基幹基幹基幹バスバスバスバスのののの整備整備整備整備、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券システムシステムシステムシステム、、、、バスロケーションバスロケーションバスロケーションバスロケーション
システムシステムシステムシステム、、、、低床低床低床低床バスバスバスバス等等等等のののの導入導入導入導入、、、、バスバスバスバス停停停停のののの改善等改善等改善等改善等のののの進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国際航空物流事業国際航空物流事業国際航空物流事業国際航空物流事業のののの国際貨物取扱量国際貨物取扱量国際貨物取扱量国際貨物取扱量とととと県産品県産品県産品県産品のののの海外輸出量海外輸出量海外輸出量海外輸出量のののの推移推移推移推移はどうはどうはどうはどう
かかかか、、、、またまたまたまた、、、、日中関係日中関係日中関係日中関係がががが緊迫化緊迫化緊迫化緊迫化していることのしていることのしていることのしていること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。。。。

((((4444)))) 航空機整備産業航空機整備産業航空機整備産業航空機整備産業のののの誘致誘致誘致誘致やややや雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出がががが期待期待期待期待されるされるされるされる「「「「航空機整備基地整備事業航空機整備基地整備事業航空機整備基地整備事業航空機整備基地整備事業」」」」のののの進進進進状状状状
況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

4444 福祉保健部関連福祉保健部関連福祉保健部関連福祉保健部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例条例条例条例についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 条例条例条例条例のののの目的目的目的目的とととと県民県民県民県民へのへのへのへの普及啓蒙普及啓蒙普及啓蒙普及啓蒙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っていくっていくっていく考考考考えかえかえかえか。。。。

ｲｲｲｲ 目的目的目的目的をををを実行実行実行実行あらしめるためのあらしめるためのあらしめるためのあらしめるための取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。
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((((2222)))) 待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消をををを図図図図るためのるためのるためのるための今後今後今後今後のののの目標目標目標目標はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消のためにはのためにはのためにはのためには市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携がががが重要重要重要重要だがだがだがだが、、、、取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 認可外保育所入所児童認可外保育所入所児童認可外保育所入所児童認可外保育所入所児童へのへのへのへの給食費助成給食費助成給食費助成給食費助成のののの拡充拡充拡充拡充はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所のののの防音対策防音対策防音対策防音対策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。。。。

((((3333)))) 放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブがががが公共施設公共施設公共施設公共施設をををを活用活用活用活用するするするする取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。またまたまたまた、、、、父母負担父母負担父母負担父母負担のののの軽減軽減軽減軽減につにつにつにつ
いてはどうかいてはどうかいてはどうかいてはどうか。。。。

((((4444)))) 県民長寿復活県民長寿復活県民長寿復活県民長寿復活についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 健康長寿復活健康長寿復活健康長寿復活健康長寿復活についてについてについてについて、、、、県民会議県民会議県民会議県民会議をををを年内年内年内年内にににに設立設立設立設立するするするする予定予定予定予定のようですがのようですがのようですがのようですが、、、、構想構想構想構想をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((5555)))) 沖縄高等特別支援学校卒業後沖縄高等特別支援学校卒業後沖縄高等特別支援学校卒業後沖縄高等特別支援学校卒業後、、、、どのようなどのようなどのようなどのような社会自立社会自立社会自立社会自立をををを果果果果たしているのかたしているのかたしているのかたしているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 卒業生卒業生卒業生卒業生のののの実態実態実態実態、、、、追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査をするをするをするをする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。またまたまたまた、、、、そのためのそのためのそのためのそのためのシステムシステムシステムシステム
づくりやづくりやづくりやづくりや、、、、保護者保護者保護者保護者、、、、卒業生卒業生卒業生卒業生をををを会員会員会員会員としたとしたとしたとしたネットワークネットワークネットワークネットワーク組織組織組織組織がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だとだとだとだと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか、、、、伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((6666)))) 軽軽軽軽・・・・中等度中等度中等度中等度のののの難聴児童難聴児童難聴児童難聴児童にににに対対対対するするするする支援支援支援支援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。。。。

ｱｱｱｱ 実施実施実施実施しているしているしているしている都道府県都道府県都道府県都道府県はははは何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか。。。。

ｲｲｲｲ 児童福祉政策児童福祉政策児童福祉政策児童福祉政策としてとしてとしてとして検討検討検討検討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。。。。

5555 商工労働部関連商工労働部関連商工労働部関連商工労働部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「資金繰資金繰資金繰資金繰りりりり円滑化借換資金円滑化借換資金円滑化借換資金円滑化借換資金」」」」のののの融資拡大融資拡大融資拡大融資拡大についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後のののの対応対応対応対応とととと方針方針方針方針はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか。。。。

((((2222)))) 企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国内外国内外国内外国内外へのへのへのへの誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動（（（（特特特特ににににアジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国））））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。。。。

((((3333)))) 若者若者若者若者のののの雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの創出創出創出創出についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける非正規雇用者非正規雇用者非正規雇用者非正規雇用者のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策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。。。。

ｲｲｲｲ 個人個人個人個人ののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルにににに応応応応じたじたじたじた多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方をををを可能可能可能可能とするためにとするためにとするためにとするために、、、、短時間制社員制度短時間制社員制度短時間制社員制度短時間制社員制度、、、、
テレワークテレワークテレワークテレワーク、、、、在宅勤務在宅勤務在宅勤務在宅勤務などのなどのなどのなどの導入導入導入導入をををを促進促進促進促進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。。。。

ｳｳｳｳ 行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスについてについてについてについて、、、、あるあるあるある機関機関機関機関のののの調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、行政機関行政機関行政機関行政機関のののの相談窓口等相談窓口等相談窓口等相談窓口等がががが十分十分十分十分にににに活活活活
用用用用されていないされていないされていないされていない状況状況状況状況がうかがえるががうかがえるががうかがえるががうかがえるが、、、、本県本県本県本県のののの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。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 軽度障害者軽度障害者軽度障害者軽度障害者のののの雇用雇用雇用雇用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 軽度知的障害者軽度知的障害者軽度知的障害者軽度知的障害者のののの特性特性特性特性はははは、、、、みずからみずからみずからみずから困困困困りりりり事事事事をををを訴訴訴訴えることができないのでえることができないのでえることができないのでえることができないので、、、、家族家族家族家族もももも含含含含むむむむ支支支支
援体制援体制援体制援体制がとれないのかがとれないのかがとれないのかがとれないのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 文化芸術振興条例文化芸術振興条例文化芸術振興条例文化芸術振興条例についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平成平成平成平成13131313年年年年にににに文化芸術振興基本法文化芸術振興基本法文化芸術振興基本法文化芸術振興基本法がががが制定制定制定制定されてされてされてされて久久久久しいがしいがしいがしいが、、、、このたびこのたびこのたびこのたび条例条例条例条例をををを制定制定制定制定することすることすることすること
になりましたになりましたになりましたになりました。。。。またまたまたまた、、、、条例条例条例条例（（（（案案案案））））のののの構成構成構成構成、、、、沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例（（（（案案案案））））のののの独自性独自性独自性独自性をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 人材育成人材育成人材育成人材育成についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((2222)))) しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの普及啓蒙普及啓蒙普及啓蒙普及啓蒙についてについてについてについて、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、一一一一
般社会人般社会人般社会人般社会人（（（（特特特特にににに20202020代代代代からからからから40404040代代代代））））のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは。。。。

((((3333)))) 外国外国外国外国からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客をふやすをふやすをふやすをふやす戦略戦略戦略戦略のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、発展目覚発展目覚発展目覚発展目覚ましいましいましいましい東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアををををターゲットターゲットターゲットターゲットにににに
すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのその対策対策対策対策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。。。。

((((4444)))) 2020202020202020年年年年のののの東京東京東京東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック、、、、パラリンピックパラリンピックパラリンピックパラリンピック開催開催開催開催をををを活用活用活用活用したしたしたした世界各国世界各国世界各国世界各国のののの選手選手選手選手やややや応援団応援団応援団応援団をををを沖沖沖沖
縄縄縄縄でででで““““おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし””””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。。。。またまたまたまた、、、、事前事前事前事前ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ地地地地としてとしてとしてとして誘致運動誘致運動誘致運動誘致運動をしかけてをしかけてをしかけてをしかけて
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 環境生活部関連環境生活部関連環境生活部関連環境生活部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ののののサッカーサッカーサッカーサッカー場汚染問題場汚染問題場汚染問題場汚染問題についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの詳詳詳詳しいしいしいしい経過経過経過経過とととと土壌及土壌及土壌及土壌及びびびび地下水地下水地下水地下水のののの検査結果検査結果検査結果検査結果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。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの
対策対策対策対策はははは。。。。

ｲｲｲｲ 費用負担費用負担費用負担費用負担はははは国国国国がががが責任責任責任責任をををを持持持持つべきだがつべきだがつべきだがつべきだが、、、、実際実際実際実際はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 公共関与公共関与公共関与公共関与によるによるによるによる産業廃棄物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のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、そしてそしてそしてそして今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 農林水産部関連農林水産部関連農林水産部関連農林水産部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける「「「「サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ」」」」のののの干干干干ばつばつばつばつ被害状況及被害状況及被害状況及被害状況及びびびび対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 糖業基金糖業基金糖業基金糖業基金のののの使使使使いにくさがいにくさがいにくさがいにくさが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、改善策改善策改善策改善策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 目指目指目指目指せせせせ世界一世界一世界一世界一うまいうまいうまいうまい豚豚豚豚についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 目標達成年度目標達成年度目標達成年度目標達成年度とととと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ますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 漁業振興漁業振興漁業振興漁業振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの漁業協定見直漁業協定見直漁業協定見直漁業協定見直しはしはしはしは、、、、そのそのそのその後後後後どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

ｲｲｲｲ 漁船漁船漁船漁船のののの燃油燃油燃油燃油のののの高騰対策高騰対策高騰対策高騰対策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。。。。

9999 土木建築部関連土木建築部関連土木建築部関連土木建築部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 南北大東島南北大東島南北大東島南北大東島においてにおいてにおいてにおいて、、、、急患輸送急患輸送急患輸送急患輸送などなどなどなど夜間夜間夜間夜間のののの離発着離発着離発着離発着のののの際際際際、、、、両空港両空港両空港両空港のののの滑走路上滑走路上滑走路上滑走路上のののの誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯のののの
設置設置設置設置がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((2222)))) 那覇港埠頭那覇港埠頭那覇港埠頭那覇港埠頭のののの耐震化整備状況耐震化整備状況耐震化整備状況耐震化整備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。。。。またまたまたまた、、、、港湾内港湾内港湾内港湾内ののののCOCOCOCO²²²²削減対策削減対策削減対策削減対策はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか。。。。

10101010 教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生のののの売買春被害売買春被害売買春被害売買春被害についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 被害実態被害実態被害実態被害実態とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ ネットネットネットネット被害防止対策被害防止対策被害防止対策被害防止対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 学力向上対策学力向上対策学力向上対策学力向上対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 授業以外授業以外授業以外授業以外でどういうことをやっておられるかでどういうことをやっておられるかでどういうことをやっておられるかでどういうことをやっておられるか。。。。

ｲｲｲｲ 父母父母父母父母にににに対対対対するするするする生活指導生活指導生活指導生活指導についてどうについてどうについてどうについてどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

((((3333)))) 英語教育英語教育英語教育英語教育についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 小小小小・・・・中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生のののの英語教育英語教育英語教育英語教育のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11111111 警察行政警察行政警察行政警察行政についてについてについてについて

((((1111)))) 中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生のののの売買春被害防止売買春被害防止売買春被害防止売買春被害防止についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 防止対策防止対策防止対策防止対策としてとしてとしてとして、、、、警察警察警察警察、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが最最最最もももも重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考考考考ええええ
るがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

ｲｲｲｲ 各市町村各市町村各市町村各市町村にはにはにはには、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ青少年健全育成協議会青少年健全育成協議会青少年健全育成協議会青少年健全育成協議会なるものがあるのでなるものがあるのでなるものがあるのでなるものがあるので、、、、それをそれをそれをそれを有効有効有効有効あらしあらしあらしあらし
めるためにはめるためにはめるためにはめるためには何何何何がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

ｳｳｳｳ 防止対策防止対策防止対策防止対策のののの県民意識県民意識県民意識県民意識をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために、、、、各地区各地区各地区各地区でででで警察官警察官警察官警察官によるによるによるによるセミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催してはどうしてはどうしてはどうしてはどう
かかかか。。。。
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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6666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))))

09090909月月月月27272727    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 15151515分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、憲法憲法憲法憲法96969696条条条条、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを改悪改悪改悪改悪しししし、、、、国防軍国防軍国防軍国防軍をををを創設創設創設創設しししし、、、、戦争戦争戦争戦争するするするする国国国国づくりをづくりをづくりをづくりを加速加速加速加速ささささ
せようとしていますせようとしていますせようとしていますせようとしています。。。。絶対絶対絶対絶対にににに容認容認容認容認できませんできませんできませんできません。。。。知事知事知事知事はははは反対反対反対反対をををを表明表明表明表明すべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんか。。。。
またまたまたまた解釈改憲解釈改憲解釈改憲解釈改憲でででで集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権をををを行使行使行使行使することにすることにすることにすることに反対反対反対反対すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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まいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは消費税消費税消費税消費税をををを2014201420142014年年年年４４４４月月月月にににに８８８８％％％％でででで約約約約８８８８兆円兆円兆円兆円、、、、2015201520152015年年年年10101010月月月月にににに10101010％％％％でででで13131313....5555兆円兆円兆円兆円のののの増増増増
税税税税をををを強行強行強行強行しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。国民国民国民国民のののの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと営業営業営業営業がががが痛手痛手痛手痛手をををを受受受受けているもとでのけているもとでのけているもとでのけているもとでの大増税大増税大増税大増税はははは国国国国
民民民民のののの所得所得所得所得をををを奪奪奪奪いいいい景気景気景気景気をををを悪化悪化悪化悪化させさせさせさせ、、、、他他他他のののの税収税収税収税収がががが消費税分以上消費税分以上消費税分以上消費税分以上にににに落落落落ちちちち込込込込むことになりますむことになりますむことになりますむことになります。。。。
ところがところがところがところが一方一方一方一方ではではではでは大企業減税大企業減税大企業減税大企業減税やややや大型公共事業大型公共事業大型公共事業大型公共事業にににに５５５５兆円兆円兆円兆円もつぎもつぎもつぎもつぎ込込込込むむむむ計画計画計画計画ですですですです。。。。消費税消費税消費税消費税はははは
所得所得所得所得のののの少少少少ないないないない人人人人にににに重重重重いいいい負担負担負担負担になるになるになるになる最悪最悪最悪最悪のののの不公平税制不公平税制不公平税制不公平税制ですですですです。。。。県民所得県民所得県民所得県民所得がががが全国全国全国全国でででで最最最最もももも低低低低いいいい
沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの負担増負担増負担増負担増はははは県民生活県民生活県民生活県民生活とととと地域経済地域経済地域経済地域経済にににに深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃をもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになります。。。。消費税消費税消費税消費税
増税増税増税増税はははは中止中止中止中止すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((3333)))) ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定））））のののの年内妥結年内妥結年内妥結年内妥結にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きがきがきがきが加速加速加速加速していますしていますしていますしています。。。。安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは「「「「守守守守
るべきものはるべきものはるべきものはるべきものは守守守守るるるる」」」」とととと公約公約公約公約しましたしましたしましたしました。。。。ところがところがところがところが、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖、、、、米米米米をををを初初初初めめめめ「「「「重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目」」」」のののの関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃のののの
例外例外例外例外をををを要求要求要求要求せずせずせずせず、、、、交渉交渉交渉交渉のののの内容内容内容内容をををを国民国民国民国民にににに明明明明らかにしないままらかにしないままらかにしないままらかにしないまま進進進進めようとしていますめようとしていますめようとしていますめようとしています。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビをををを壊滅壊滅壊滅壊滅させさせさせさせ、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活とととと地域経済地域経済地域経済地域経済にはかりにはかりにはかりにはかり知知知知れないほどのれないほどのれないほどのれないほどの影響影響影響影響をもたらすをもたらすをもたらすをもたらすＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ
からのからのからのからの即時撤退即時撤退即時撤退即時撤退をををを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 　　　　安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、医療医療医療医療、、、、介護介護介護介護、、、、年金年金年金年金のののの切切切切りりりり捨捨捨捨てをてをてをてを進進進進めめめめ、、、、社会保障制度改悪法案社会保障制度改悪法案社会保障制度改悪法案社会保障制度改悪法案をををを2014201420142014年度年度年度年度
にににに提出提出提出提出しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。

ｱｱｱｱ 　　　　介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改悪改悪改悪改悪はははは、「、「、「、「要支援要支援要支援要支援１１１１・・・・２２２２」」」」とととと認定認定認定認定されたされたされたされた高齢者高齢者高齢者高齢者をををを介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの対象対象対象対象かかかか
らららら切切切切りりりり離離離離しししし、、、、市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア事業事業事業事業にににに委委委委ねようとするものですねようとするものですねようとするものですねようとするものです。。。。

((((1111)))) 介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスからからからから除外除外除外除外されるされるされるされる「「「「要支援要支援要支援要支援１１１１・・・・２２２２」」」」とととと認定認定認定認定されたされたされたされた高齢者高齢者高齢者高齢者はははは県内県内県内県内にににに何名何名何名何名いますいますいますいます
かかかか。。。。

((((2222)))) 特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームからからからから退去退去退去退去しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない人数人数人数人数はははは何名何名何名何名ですかですかですかですか。。。。

((((3333)))) 介護介護介護介護からからからから排除排除排除排除されたされたされたされた人人人人たちのたちのたちのたちの生生生生きるきるきるきる権利権利権利権利さえさえさえさえ奪奪奪奪いかねないいかねないいかねないいかねない。。。。介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改悪改悪改悪改悪にににに
知事知事知事知事はははは反対反対反対反対すべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんか。。。。

ｲｲｲｲ 　　　　高齢者高齢者高齢者高齢者（（（（70707070歳歳歳歳～～～～74747474歳歳歳歳））））のののの病院窓口病院窓口病院窓口病院窓口のののの自己負担額自己負担額自己負担額自己負担額がががが２２２２割割割割にににに引引引引きききき上上上上げられるとげられるとげられるとげられると、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの
高齢者高齢者高齢者高齢者のののの負担総額負担総額負担総額負担総額はははは幾幾幾幾らになりますからになりますからになりますからになりますか。。。。

ｳｳｳｳ 　　　　特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームのののの待機者数待機者数待機者数待機者数、、、、増設計画増設計画増設計画増設計画についてについてについてについて

((((5555)))) 生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げについてげについてげについてげについて

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府はははは、、、、生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げをげをげをげを８８８８月月月月からからからから実施実施実施実施しししし、、、、３３３３年間連続削減年間連続削減年間連続削減年間連続削減するするするする計画計画計画計画ですですですです。。。。
70707070代代代代のののの女性女性女性女性のののの方方方方はははは「「「「毎日食費毎日食費毎日食費毎日食費をきりつめてをきりつめてをきりつめてをきりつめて生活生活生活生活していますしていますしていますしています。。。。さらにさらにさらにさらに削削削削られるとどうしてられるとどうしてられるとどうしてられるとどうして生生生生
活活活活していけばいいのかしていけばいいのかしていけばいいのかしていけばいいのか」」」」とととと悲痛悲痛悲痛悲痛なななな訴訴訴訴えですえですえですえです。。。。生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げはげはげはげは、、、、憲法憲法憲法憲法25252525条条条条のののの
生存権生存権生存権生存権をををを脅脅脅脅かすものでありかすものでありかすものでありかすものであり、、、、到底許到底許到底許到底許せませんせませんせませんせません。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県内県内県内県内のののの生活保護基準引生活保護基準引生活保護基準引生活保護基準引きききき下下下下げげげげ対象人数対象人数対象人数対象人数はははは何名何名何名何名になりますかになりますかになりますかになりますか。。。。引引引引きききき下下下下げによるげによるげによるげによる影響額影響額影響額影響額。。。。

ｳｳｳｳ 母親母親母親母親30303030代代代代でででで小学生小学生小学生小学生のののの子供子供子供子供２２２２人人人人のののの母子世帯母子世帯母子世帯母子世帯におけるにおけるにおけるにおける基準改定前基準改定前基準改定前基準改定前とととと基準改定後基準改定後基準改定後基準改定後のののの削減削減削減削減
額額額額、、、、３３３３年間年間年間年間でででで幾幾幾幾らのらのらのらの削減額削減額削減額削減額になるかになるかになるかになるか。。。。

ｴｴｴｴ 市民税市民税市民税市民税のののの非課税基準非課税基準非課税基準非課税基準、、、、就学援助就学援助就学援助就学援助、、、、最低賃金等最低賃金等最低賃金等最低賃金等、、、、幾幾幾幾つのつのつのつの制度制度制度制度にににに影響影響影響影響がががが及及及及ぶのですかぶのですかぶのですかぶのですか。。。。

ｵｵｵｵ 生活保護基準引生活保護基準引生活保護基準引生活保護基準引きききき下下下下げのげのげのげの中止中止中止中止をををを求求求求めるべきではありませんかめるべきではありませんかめるべきではありませんかめるべきではありませんか。。。。

((((6666)))) 高高高高すぎるすぎるすぎるすぎる国保税国保税国保税国保税をををを払払払払いたくてもいたくてもいたくてもいたくても払払払払えずえずえずえず滞納滞納滞納滞納しししし、、、、保険証保険証保険証保険証をををを取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ、、、、病院病院病院病院にかかれずにかかれずにかかれずにかかれず重重重重
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症化症化症化症化しししし、、、、命命命命をををを落落落落とすとすとすとす悲劇悲劇悲劇悲劇もももも後後後後をををを絶絶絶絶ちませんちませんちませんちません。。。。国民国民国民国民へのへのへのへの負担増負担増負担増負担増とととと徴収強化徴収強化徴収強化徴収強化をををを一層拡大一層拡大一層拡大一層拡大するするするする
国保国保国保国保のののの都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化都道府県単位化にににに反対反対反対反対すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。国庫負担国庫負担国庫負担国庫負担のののの増額増額増額増額をををを求求求求めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、県県県県としてとしてとしてとして
市町村国保市町村国保市町村国保市町村国保にににに国保税軽減国保税軽減国保税軽減国保税軽減のためののためののためののための法定外繰法定外繰法定外繰法定外繰りりりり入入入入れをれをれをれを行行行行うべきですうべきですうべきですうべきです。。。。

((((7777)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの金融政策金融政策金融政策金融政策（（（（アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス））））についてについてについてについて
　　　　アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス政策政策政策政策によるによるによるによる、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活へのへのへのへの影響影響影響影響はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。中小企業中小企業中小企業中小企業、、、、農業農業農業農業、、、、漁漁漁漁
業業業業へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額とととと国国国国のののの抜本的対策抜本的対策抜本的対策抜本的対策とととと県県県県のののの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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 福島第一原発福島第一原発福島第一原発福島第一原発のののの放射能汚染水放射能汚染水放射能汚染水放射能汚染水がががが海海海海にににに漏漏漏漏れれれれ出出出出すというすというすというすという極極極極めてめてめてめて深刻深刻深刻深刻でででで危険危険危険危険なななな事態事態事態事態がががが起起起起こっこっこっこっ
ていますていますていますています。。。。政府政府政府政府はははは、「、「、「、「収束収束収束収束」」」」宣言宣言宣言宣言をををを撤回撤回撤回撤回しししし、、、、緊急緊急緊急緊急にににに安全対策安全対策安全対策安全対策をををを進進進進めめめめ「「「「即時原発即時原発即時原発即時原発ゼロゼロゼロゼロ」」」」をををを求求求求
めめめめ、、、、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大幅導入大幅導入大幅導入大幅導入のののの抜本的転換計画抜本的転換計画抜本的転換計画抜本的転換計画をををを実行実行実行実行することですすることですすることですすることです。。。。知事知事知事知事のののの所所所所
見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。全国全国全国全国ではではではでは何名何名何名何名のののの避難者避難者避難者避難者がいますかがいますかがいますかがいますか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にはにはにはには何名何名何名何名のののの避難者避難者避難者避難者がががが来来来来ていまていまていまていま
すかすかすかすか。。。。

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)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの猛反対猛反対猛反対猛反対をををを押押押押しししし切切切切ってってってって名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの新基地新基地新基地新基地をををを建設建設建設建設するするするする埋立埋立埋立埋立
申請申請申請申請をををを強行強行強行強行しましたしましたしましたしました。。。。

ｱｱｱｱ 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種でありでありでありであり国国国国のののの天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物であるであるであるであるジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのののの生息環境生息環境生息環境生息環境とととと生態系生態系生態系生態系にににに深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃をををを
もたらすもたらすもたらすもたらす埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請はははは、、、、承認承認承認承認すべきではありませんすべきではありませんすべきではありませんすべきではありません。。。。

ｲｲｲｲ アメリカアメリカアメリカアメリカのののの海外海外海外海外へのへのへのへの軍事介入軍事介入軍事介入軍事介入につながるにつながるにつながるにつながる新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに明確明確明確明確にににに反対反対反対反対すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

ｳｳｳｳ 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは即時無条件撤去即時無条件撤去即時無条件撤去即時無条件撤去をををを要求要求要求要求すべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんか。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「ネバダネバダネバダネバダののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故についてについてについてについて政府政府政府政府はははは米側米側米側米側にににに原因究明原因究明原因究明原因究明ととととデータデータデータデータ開示開示開示開示をををを要求要求要求要求しししし
ているているているている」」」」とのことですがとのことですがとのことですがとのことですが、、、、いつまでにいつまでにいつまでにいつまでに報告報告報告報告がががが来来来来るんですかるんですかるんですかるんですか、、、、原因究明原因究明原因究明原因究明もなされないままもなされないままもなされないままもなされないまま、、、、
追加配備追加配備追加配備追加配備されたされたされたされた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がががが激化激化激化激化していることはしていることはしていることはしていることは問題問題問題問題ですですですです。。。。中止中止中止中止をををを求求求求めるべきでめるべきでめるべきでめるべきで
すすすす。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、2012201220122012年年年年にににに国国国国にににに対対対対ししししオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備計画配備計画配備計画配備計画のののの見直見直見直見直しでしでしでしで「「「「住民地域住民地域住民地域住民地域にににに隣接隣接隣接隣接するするするする着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯
のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」をををを申申申申しししし入入入入れていますがれていますがれていますがれていますが、、、、住民地域住民地域住民地域住民地域にににに一番近一番近一番近一番近いところにあるいところにあるいところにあるいところにある着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯はははは高江高江高江高江のののの
オスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドですですですです。。。。運用停止運用停止運用停止運用停止とととと建設建設建設建設のののの中止中止中止中止をををを求求求求めるべきではありませんかめるべきではありませんかめるべきではありませんかめるべきではありませんか。。。。

ｳｳｳｳ 伊江島伊江島伊江島伊江島にににに新新新新たにたにたにたにオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯のののの建設建設建設建設がががが進進進進められていますめられていますめられていますめられています。。。。事実事実事実事実ですかですかですかですか。。。。現場現場現場現場はははは
確認確認確認確認していますかしていますかしていますかしていますか。。。。何何何何カカカカ所増設所増設所増設所増設されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。新新新新たなたなたなたなオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯のののの増設増設増設増設はははは許許許許ささささ
れませんれませんれませんれません。。。。事前事前事前事前のののの連絡連絡連絡連絡はあったのですかはあったのですかはあったのですかはあったのですか。。。。増設目的増設目的増設目的増設目的についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、オスプレオスプレオスプレオスプレ
イイイイのののの爆音爆音爆音爆音・・・・低周波音低周波音低周波音低周波音でででで乳牛乳牛乳牛乳牛のののの早産早産早産早産、、、、死産死産死産死産がががが起起起起きていますきていますきていますきています。。。。事実事実事実事実をつかんでいますかをつかんでいますかをつかんでいますかをつかんでいますか、、、、直直直直
ちにちにちにちに訓練訓練訓練訓練をををを中止中止中止中止させさせさせさせ調査調査調査調査をををを実施実施実施実施すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

ｴｴｴｴ 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは「ＭＶ「ＭＶ「ＭＶ「ＭＶ22222222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移転負担軽減訓練移転負担軽減訓練移転負担軽減訓練移転負担軽減」」」」をををを口実口実口実口実にににに、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが参加参加参加参加するするするする
日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練日米共同訓練をををを滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県、、、、高知県高知県高知県高知県、、、、山口県山口県山口県山口県でででで実施実施実施実施しようとしているがしようとしているがしようとしているがしようとしているが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの基地基地基地基地のののの固固固固
定化定化定化定化、、、、強化強化強化強化でありでありでありであり米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの事件事件事件事件、、、、事故事故事故事故をををを全国全国全国全国にににに広広広広げることではありませんかげることではありませんかげることではありませんかげることではありませんか。。。。オスプレオスプレオスプレオスプレ
イイイイはははは沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、全国全国全国全国からからからから全面撤去全面撤去全面撤去全面撤去をををを求求求求めるべきですめるべきですめるべきですめるべきです。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍ＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060ががががキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン内内内内にににに墜落炎上墜落炎上墜落炎上墜落炎上したしたしたした事故事故事故事故はははは、、、、民間地民間地民間地民間地からからからから約約約約２２２２キロキロキロキロ、、、、県県県県
民民民民のののの不安不安不安不安とととと怒怒怒怒りがりがりがりが広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練のののの即時中止即時中止即時中止即時中止をををを求求求求めよめよめよめよ。。。。

ｲｲｲｲ 米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリ墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故のののの現場上空周辺現場上空周辺現場上空周辺現場上空周辺でのでのでのでの民間航空機民間航空機民間航空機民間航空機のののの航行航行航行航行についてについてについてについて、、、、米軍米軍米軍米軍がががが飛行飛行飛行飛行をををを制制制制
限限限限しているがしているがしているがしているが他国他国他国他国のののの主権主権主権主権をををを侵害侵害侵害侵害するものではありませんかするものではありませんかするものではありませんかするものではありませんか。。。。どんなどんなどんなどんな根拠根拠根拠根拠にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行わわわわ
れたのですかれたのですかれたのですかれたのですか。。。。

ｳｳｳｳ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ラプコンラプコンラプコンラプコン返還後返還後返還後返還後もももも、、、、米軍米軍米軍米軍のののの飛行飛行飛行飛行をををを想定想定想定想定してしてしてして設定設定設定設定されたされたされたされた空域空域空域空域がががが存在存在存在存在しししし、、、、米軍米軍米軍米軍のののの訓訓訓訓
練実施練実施練実施練実施のためのためのためのため一時的一時的一時的一時的なななな空域制限空域制限空域制限空域制限もももも年間年間年間年間1000100010001000回近回近回近回近くくくく発生発生発生発生しているとしているとしているとしていると報道報道報道報道されているがされているがされているがされているが、、、、
事実事実事実事実はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 墜落機墜落機墜落機墜落機のののの部品部品部品部品にににに放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質がががが使使使使われていたわれていたわれていたわれていた。。。。近近近近くにはくにはくにはくには大川大川大川大川ダムダムダムダムがありがありがありがあり、、、、放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの
飛散飛散飛散飛散・・・・流出流出流出流出のののの危険危険危険危険もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、県県県県はははは墜落現場墜落現場墜落現場墜落現場のののの土壌調査土壌調査土壌調査土壌調査をををを実施実施実施実施しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。現場現場現場現場はははは保存保存保存保存ささささ
れていますかれていますかれていますかれていますか。。。。

ｵｵｵｵ 米軍米軍米軍米軍はははは、、、、日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定をををを盾盾盾盾にににに現場調査現場調査現場調査現場調査をををを拒否拒否拒否拒否していることはしていることはしていることはしていることは容認容認容認容認できませんできませんできませんできません。。。。抜本改抜本改抜本改抜本改
定定定定をををを要求要求要求要求するべきですするべきですするべきですするべきです。。。。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ますいますいますいます。。。。

3333 医療医療医療医療、、、、教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの通院医療費通院医療費通院医療費通院医療費のののの無料化無料化無料化無料化をををを中学校卒業中学校卒業中学校卒業中学校卒業までまでまでまで拡充拡充拡充拡充することすることすることすること、、、、窓口払窓口払窓口払窓口払いをなくすこといをなくすこといをなくすこといをなくすこと、、、、にににに
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ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府がががが進進進進めようとしているめようとしているめようとしているめようとしている「「「「子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて新新新新システムシステムシステムシステム」」」」はははは、、、、保育保育保育保育へのへのへのへの国国国国とととと自治体自治体自治体自治体のののの公的責公的責公的責公的責
任任任任をををを放棄放棄放棄放棄しししし、、、、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はなりませんにはなりませんにはなりませんにはなりません。。。。国国国国のののの「「「「子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて新新新新システムシステムシステムシステム」」」」にににに反対反対反対反対しししし、、、、
待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策をををを図図図図ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 臨時教員臨時教員臨時教員臨時教員をををを５５５５カカカカ年間年間年間年間でででで解消解消解消解消するとなっていましたがするとなっていましたがするとなっていましたがするとなっていましたが、、、、現状現状現状現状はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。

((((4444)))) 全全全全てのてのてのての子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに行行行行きききき届届届届いたいたいたいた教育教育教育教育をををを行行行行うためのうためのうためのうための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実施計画実施計画実施計画実施計画、、、、課題課題課題課題についについについについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 高校高校高校高校、、、、県内小中学校県内小中学校県内小中学校県内小中学校のののの空調設備空調設備空調設備空調設備についてについてについてについて30303030度度度度をををを超超超超すすすす猛暑日猛暑日猛暑日猛暑日がががが続続続続きききき「「「「暑暑暑暑くてくてくてくて授業授業授業授業にににに集中集中集中集中
できないできないできないできない」「」「」「」「気分気分気分気分がががが悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる」」」」等等等等のののの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの教育環境教育環境教育環境教育環境がががが悪化悪化悪化悪化していますしていますしていますしています。。。。小中学校小中学校小中学校小中学校、、、、県立県立県立県立
高校高校高校高校のののの空調設備空調設備空調設備空調設備のののの整備状況整備状況整備状況整備状況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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 「「「「沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例条例条例条例」」」」がががが提案提案提案提案されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、
それをそれをそれをそれを実行実行実行実行するためのするためのするためのするための知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 国国国国とととと自治体自治体自治体自治体がががが発注発注発注発注するするするす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賃金賃金賃金賃金やややや労働条件労働条件労働条件労働条件のののの基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる公契約法条例公契約法条例公契約法条例公契約法条例をををを制定制定制定制定
することすることすることすること。。。。

6666 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定についてについてについてについて

((((1111)))) 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適用水域内適用水域内適用水域内適用水域内でででで台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船がががが八重山漁船八重山漁船八重山漁船八重山漁船にににに衝突衝突衝突衝突するするするする事故事故事故事故がががが起起起起きたきたきたきた。。。。漁民漁民漁民漁民
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漁業協定漁業協定漁業協定漁業協定でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業漁業漁業漁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けけけ、、、、安全安全安全安全なななな操業操業操業操業もできなもできなもできなもできな
いといういといういといういという重大重大重大重大なななな事態事態事態事態になっているになっているになっているになっている。。。。政府政府政府政府のののの責任責任責任責任でででで、、、、漁船漁船漁船漁船のののの隻数隻数隻数隻数やややや漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量、、、、漁業時期漁業時期漁業時期漁業時期のののの制制制制
限限限限もももも含含含含めめめめ航行航行航行航行やややや漁法等漁法等漁法等漁法等のののの操業操業操業操業ルールルールルールルールのののの確立確立確立確立をををを急急急急ぐべきですぐべきですぐべきですぐべきです。。。。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)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定はははは抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しをしをしをしを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

7777 糸満市糸満市糸満市糸満市のののの戦争遺跡群戦争遺跡群戦争遺跡群戦争遺跡群のののの保存継承保存継承保存継承保存継承についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 潮平権現潮平権現潮平権現潮平権現のののの壕壕壕壕についてについてについてについて

((((2222)))) 糸満市糸満市糸満市糸満市におけるにおけるにおけるにおける各慰霊碑各慰霊碑各慰霊碑各慰霊碑についてについてについてについて


