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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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 17171717分分分分 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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 2020202020202020年東京五輪年東京五輪年東京五輪年東京五輪・・・・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についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果についてについてについてについて

((((2222)))) 大会大会大会大会にににに向向向向けたけたけたけた県内県内県内県内スポーツスポーツスポーツスポーツ力向上力向上力向上力向上のののの抱負抱負抱負抱負をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍米軍米軍米軍ＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060ヘリヘリヘリヘリ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 米軍米軍米軍米軍からからからから事故原因究明事故原因究明事故原因究明事故原因究明とととと安全対策安全対策安全対策安全対策はははは示示示示されたかされたかされたかされたか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村によるによるによるによる墜落現場調査墜落現場調査墜落現場調査墜落現場調査をををを米側米側米側米側がががが拒否拒否拒否拒否したしたしたした。。。。県県県県のののの所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練のののの日米合意違反日米合意違反日米合意違反日米合意違反のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 低周波音等爆音被害低周波音等爆音被害低周波音等爆音被害低周波音等爆音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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ強行配備強行配備強行配備強行配備からからからから１１１１年年年年をををを経経経経たたたた。。。。配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイなどなどなどなど、、、、米軍用機米軍用機米軍用機米軍用機のののの緊急着陸時緊急着陸時緊急着陸時緊急着陸時にににに学校校庭学校校庭学校校庭学校校庭がががが想定想定想定想定されているされているされているされている。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 普天間飛行場辺野古移設問題普天間飛行場辺野古移設問題普天間飛行場辺野古移設問題普天間飛行場辺野古移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 近近近近々々々々にににに埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請のののの可否可否可否可否がががが知事知事知事知事にににに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。。。。知事知事知事知事はははは明確明確明確明確にににに拒否拒否拒否拒否すべきすべきすべきすべき。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

3333 那覇空港整備那覇空港整備那覇空港整備那覇空港整備についてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第２２２２滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業がががが着手着手着手着手されるがされるがされるがされるが、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの民間空港専用化民間空港専用化民間空港専用化民間空港専用化がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。県県県県のののの取取取取
りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設建設施設建設施設建設施設建設についてについてについてについて

((((1111)))) 施設施設施設施設のののの整備構想整備構想整備構想整備構想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)))) 建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後ののののスケージュルスケージュルスケージュルスケージュルのののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

5555 学校耐震化学校耐震化学校耐震化学校耐震化についてについてについてについて

((((1111)))) 県内公立小中学校県内公立小中学校県内公立小中学校県内公立小中学校のののの耐震化率耐震化率耐震化率耐震化率がががが全国平均全国平均全国平均全国平均（（（（80808080....9999％）％）％）％）をををを下回下回下回下回るるるる（（（（80808080....5555％）％）％）％）結果結果結果結果がががが報告報告報告報告されてされてされてされて
いるがいるがいるがいるが、、、、現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 低耐震化改善計画低耐震化改善計画低耐震化改善計画低耐震化改善計画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 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道（ＬＲＴ（ＬＲＴ（ＬＲＴ（ＬＲＴ含含含含むむむむ））））導入導入導入導入についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状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)))) 導入実現導入実現導入実現導入実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての事業計画事業計画事業計画事業計画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)))) 県民県民県民県民へのへのへのへの周知対策周知対策周知対策周知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。。。。

7777 沖縄県医療沖縄県医療沖縄県医療沖縄県医療ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズム促進事業促進事業促進事業促進事業についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、平成平成平成平成22222222年年年年からからからから平成平成平成平成24242424年年年年でででで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促進事業促進事業促進事業促進事業をををを実施実施実施実施したがしたがしたがしたが、、、、成果成果成果成果についてについてについてについて説説説説
明明明明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後のののの展望展望展望展望とととと事業計画事業計画事業計画事業計画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 久米島町久米島町久米島町久米島町のののの航路航路航路航路・・・・空路運賃空路運賃空路運賃空路運賃のののの軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて

((((1111)))) 久米島町久米島町久米島町久米島町のののの定住条件定住条件定住条件定住条件のののの整備整備整備整備をををを図図図図りりりり地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化するためするためするためするため沖縄離島住民等交通沖縄離島住民等交通沖縄離島住民等交通沖縄離島住民等交通コストコストコストコスト負担負担負担負担
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軽減事業軽減事業軽減事業軽減事業でででで交流人口交流人口交流人口交流人口もももも対象対象対象対象にすべきとにすべきとにすべきとにすべきと求求求求めているめているめているめている。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 琉球琉球琉球琉球・・・・沖縄史沖縄史沖縄史沖縄史のののの学校科目学校科目学校科目学校科目についてについてについてについて

((((1111)))) 学校現場学校現場学校現場学校現場でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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 17171717分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（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 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)))) 在沖米軍在沖米軍在沖米軍在沖米軍ののののトップトップトップトップであるであるであるである四軍調整官四軍調整官四軍調整官四軍調整官がががが知事知事知事知事をををを訪問訪問訪問訪問しししし、「、「、「、「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイはははは最最最最もももも安全安全安全安全」」」」とととと発言発言発言発言したしたしたした
とととと報道報道報道報道されたがされたがされたがされたが事実事実事実事実かかかか。。。。知事知事知事知事はははは県民総意県民総意県民総意県民総意であるであるであるであるオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めたのかめたのかめたのかめたのか伺伺伺伺うううう。　。　。　。　

((((2222)))) 辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請でででで、、、、ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのののの餌場餌場餌場餌場やややや食跡食跡食跡食跡とととと埋立土砂埋立土砂埋立土砂埋立土砂のののの採取場所採取場所採取場所採取場所とのとのとのとの関係関係関係関係はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって
いるかいるかいるかいるか。。。。防衛局防衛局防衛局防衛局のののの調査調査調査調査でででで絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種ののののジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンはははは確認確認確認確認されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。土砂採取土砂採取土砂採取土砂採取・・・・運搬運搬運搬運搬でででで
ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンをををを保護保護保護保護できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが４４４４日連続日連続日連続日連続でででで午後午後午後午後10101010時以降時以降時以降時以降、、、、宜野湾市民宜野湾市民宜野湾市民宜野湾市民やややや県民県民県民県民にににに甚大甚大甚大甚大なななな爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害をををを与与与与えてえてえてえて
いるいるいるいる。。。。浦添市浦添市浦添市浦添市のののの上空上空上空上空もももも「「「「安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言」」」」違反違反違反違反ののののヘリモードヘリモードヘリモードヘリモードでででで飛行飛行飛行飛行しししし、、、、重低音重低音重低音重低音がががが心臓心臓心臓心臓にににに響響響響きききき、、、、爆爆爆爆
音音音音でででで戦争戦争戦争戦争のののの恐怖恐怖恐怖恐怖がよみがえりがよみがえりがよみがえりがよみがえり眠眠眠眠れないというれないというれないというれないという痛切痛切痛切痛切なななな声声声声があるがあるがあるがある。。。。住民地域住民地域住民地域住民地域のののの飛行及飛行及飛行及飛行及びびびび夜間夜間夜間夜間
飛行飛行飛行飛行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問問問問うううう。。。。低周波音低周波音低周波音低周波音によるによるによるによる乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児やややや高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・病人病人病人病人などなどなどなど人人人人のののの身体身体身体身体
面面面面、、、、精神面精神面精神面精神面にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響調査影響調査影響調査影響調査をををを県県県県がががが行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて

((((4444)))) 米米米米ランドランドランドランド研究所研究所研究所研究所のののの最新調査最新調査最新調査最新調査でででで、、、、イラクイラクイラクイラク帰還兵帰還兵帰還兵帰還兵ののののＰＴＳＤＰＴＳＤＰＴＳＤＰＴＳＤがががが報道報道報道報道されたがされたがされたがされたが、、、、内容内容内容内容とととと見解見解見解見解をををを問問問問
うううう。。。。マグルビーマグルビーマグルビーマグルビー米総領事米総領事米総領事米総領事はははは「「「「犯罪犯罪犯罪犯罪はははは根絶根絶根絶根絶できないできないできないできない」」」」とととと明言明言明言明言しているしているしているしている。。。。海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの撤退撤退撤退撤退なくしてなくしてなくしてなくして
米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪はははは根絶根絶根絶根絶できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。できるのならできるのならできるのならできるのなら根拠根拠根拠根拠をををを明示明示明示明示することすることすることすること。。。。

2222 県県県県はははは子供子供子供子供のののの貧困調査貧困調査貧困調査貧困調査をををを検討検討検討検討するとするとするとすると答弁答弁答弁答弁してきたがしてきたがしてきたがしてきたが調査調査調査調査はなされたかはなされたかはなされたかはなされたか。。。。子子子子どものどものどものどもの貧困対策推貧困対策推貧困対策推貧困対策推
進法進法進法進法がががが成立成立成立成立したがしたがしたがしたが、、、、子供子供子供子供のののの貧困率貧困率貧困率貧困率についてについてについてについて日本日本日本日本ととととＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ平均平均平均平均とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、全国全国全国全国とととと本県本県本県本県のののの比較比較比較比較
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。。。。貧困調査貧困調査貧困調査貧困調査とととと貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策のためののためののためののための計画計画計画計画をををを早急早急早急早急にににに策定策定策定策定・・・・実施実施実施実施すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるえるえるえる
がががが、、、、どうかどうかどうかどうか。。。。

3333 いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題についてについてについてについて
　　　　長引長引長引長引くくくく不景気不景気不景気不景気でででで生活生活生活生活がががが苦苦苦苦しくしくしくしく、、、、学校学校学校学校もももも教員教員教員教員のののの管理体制管理体制管理体制管理体制がががが強化強化強化強化されていることがされていることがされていることがされていることが一番弱一番弱一番弱一番弱いいいい子子子子
供供供供たちにいじめとしてあらわれているとたちにいじめとしてあらわれているとたちにいじめとしてあらわれているとたちにいじめとしてあらわれていると指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。いじめいじめいじめいじめ対策法対策法対策法対策法はははは、、、、安易安易安易安易なななな警察警察警察警察のののの介入介入介入介入
やややや加害児童加害児童加害児童加害児童にににに対対対対するするするする厳罰化厳罰化厳罰化厳罰化がががが問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

((((1111)))) 今年今年今年今年４４４４月以降月以降月以降月以降、、、、いじめはいじめはいじめはいじめは何件何件何件何件でいじめにでいじめにでいじめにでいじめに関係関係関係関係したのはしたのはしたのはしたのは何人何人何人何人いたのかいたのかいたのかいたのか。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁はははは、、、、いじめのいじめのいじめのいじめの
内容内容内容内容、、、、どのようにどのようにどのようにどのように解決解決解決解決したのかなどしたのかなどしたのかなどしたのかなど、、、、またまたまたまた、、、、実態把握実態把握実態把握実態把握のためにのためにのためにのために現場現場現場現場にににに出向出向出向出向いていていていて調査調査調査調査をしてをしてをしてをして
いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。    

((((2222)))) 浦添市内浦添市内浦添市内浦添市内のののの小学校小学校小学校小学校でででで、、、、複数複数複数複数のののの児童児童児童児童にににに金銭金銭金銭金銭せびりやいじめをせびりやいじめをせびりやいじめをせびりやいじめを受受受受けたとけたとけたとけたと学校学校学校学校にににに訴訴訴訴えたがえたがえたがえたが、、、、学学学学
校側校側校側校側がいじめのがいじめのがいじめのがいじめの事実事実事実事実をををを認認認認めなかったためめなかったためめなかったためめなかったため、、、、被害児童被害児童被害児童被害児童がががが自殺自殺自殺自殺するところまでするところまでするところまでするところまで追追追追いいいい詰詰詰詰められめられめられめられ
たたたた。。。。学校学校学校学校のののの認識認識認識認識やややや対応対応対応対応にににに問題問題問題問題はなかったのかはなかったのかはなかったのかはなかったのか伺伺伺伺うううう。。。。いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題にににに専念専念専念専念するするするする教員教員教員教員ややややカウンカウンカウンカウン
セラーセラーセラーセラーのののの配置配置配置配置がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題についてのについてのについてのについての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問問問問うううう。。。。

4444 生活保護生活保護生活保護生活保護についてについてについてについて
　　　　憲法憲法憲法憲法25252525条条条条でででで保障保障保障保障されたされたされたされた生存権生存権生存権生存権がががが脅脅脅脅かされようとしているかされようとしているかされようとしているかされようとしている。。。。物価高物価高物価高物価高がががが続続続続くくくく中中中中でででで８８８８月月月月からからからから食費食費食費食費やややや
光熱費光熱費光熱費光熱費のののの生活扶助生活扶助生活扶助生活扶助がががが引引引引きききき下下下下げられげられげられげられ、、、、悲痛悲痛悲痛悲痛なななな声声声声がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。

((((1111)))) 全国全国全国全国でででで不服審査請求不服審査請求不服審査請求不服審査請求がなされているががなされているががなされているががなされているが、、、、何県何県何県何県でででで何人何人何人何人がががが請求請求請求請求したのかしたのかしたのかしたのか。。。。本県本県本県本県ではではではでは何人何人何人何人がががが請請請請
求求求求しししし、、、、内容内容内容内容はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか。。。。

((((2222)))) 保護基準保護基準保護基準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、、、、就学援助就学援助就学援助就学援助のののの支給基準支給基準支給基準支給基準のののの引引引引きききき下下下下げなどげなどげなどげなど40404040のののの分野分野分野分野でででで負担増負担増負担増負担増につなにつなにつなにつな
がるがるがるがる。。。。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げにげにげに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの申請者申請者申請者申請者をををを相談相談相談相談だけでだけでだけでだけで帰帰帰帰すすすす「「「「水際作戦水際作戦水際作戦水際作戦」」」」がいまだがいまだがいまだがいまだ改善改善改善改善されていないされていないされていないされていない。。。。申請者申請者申請者申請者にににに
申請用紙申請用紙申請用紙申請用紙がががが配布配布配布配布されているかどうかされているかどうかされているかどうかされているかどうか、、、、実態実態実態実態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。。。。

((((4444)))) 保護開始決定後保護開始決定後保護開始決定後保護開始決定後にににに、、、、医者医者医者医者からからからから就労制限就労制限就労制限就労制限をををを受受受受けているけているけているけている病人病人病人病人にににに就労就労就労就労をををを強要強要強要強要するするするする事例事例事例事例がふえがふえがふえがふえ
ているているているている。。。。福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所のののの実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行いいいい早急早急早急早急にににに改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき。。。。

5555 学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所についてについてについてについて
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((((1111)))) 放課後放課後放課後放課後のののの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの居場所居場所居場所居場所としてとしてとしてとして学童保育所学童保育所学童保育所学童保育所のののの役割役割役割役割はますますはますますはますますはますます高高高高まりまりまりまり、、、、障害児障害児障害児障害児やひとりやひとりやひとりやひとり
親世帯親世帯親世帯親世帯のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、運営費補助運営費補助運営費補助運営費補助のののの増額増額増額増額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。。。。県県県県はははは、、、、家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助のののの支援支援支援支援にににに
踏踏踏踏みみみみ出出出出したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその条件条件条件条件としてとしてとしてとして利用料利用料利用料利用料をををを8000800080008000円円円円にしているためにしているためにしているためにしているため、、、、学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブのののの運営運営運営運営がががが困難困難困難困難
になるとになるとになるとになると窮状窮状窮状窮状をををを訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。利用料利用料利用料利用料のののの条件条件条件条件をををを撤廃撤廃撤廃撤廃することについてすることについてすることについてすることについて

((((2222)))) 大規模学童大規模学童大規模学童大規模学童クラブクラブクラブクラブからからからから分離開設分離開設分離開設分離開設したしたしたした学童学童学童学童にににに運営費運営費運営費運営費をををを補助補助補助補助していないところがあるのかしていないところがあるのかしていないところがあるのかしていないところがあるのか。。。。市市市市
町村町村町村町村がががが補助補助補助補助をををを申請申請申請申請すればすればすればすれば予算措置予算措置予算措置予算措置できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。速速速速やかにやかにやかにやかに補助補助補助補助することについてすることについてすることについてすることについて

6666 障害障害障害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

((((1111)))) 県県県県のののの条例案条例案条例案条例案にににに対対対対するするするする障害者団体障害者団体障害者団体障害者団体やややや関係者関係者関係者関係者のののの意見意見意見意見・・・・要望要望要望要望はどのようなはどのようなはどのようなはどのような内容内容内容内容かかかか、、、、条例案条例案条例案条例案にににに反反反反
映映映映されたかされたかされたかされたか。。。。

((((2222)))) 予算措置予算措置予算措置予算措置をををを含含含含めてめてめてめて、、、、実効性実効性実効性実効性あるものにするためのあるものにするためのあるものにするためのあるものにするための県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 日本共産党国会議員団日本共産党国会議員団日本共産党国会議員団日本共産党国会議員団ははははブラックブラックブラックブラック企業根絶企業根絶企業根絶企業根絶のためにのためにのためにのために、「、「、「、「ブラックブラックブラックブラック企業企業企業企業・・・・雇用問題対策雇用問題対策雇用問題対策雇用問題対策チーチーチーチー
ムムムム」」」」をををを発足発足発足発足させたさせたさせたさせた。。。。厚労省厚労省厚労省厚労省はははは９９９９月月月月にににに離職率離職率離職率離職率がががが高高高高いいいい企業企業企業企業4000400040004000社社社社のののの立入調査立入調査立入調査立入調査をををを発表発表発表発表しししし、、、、９９９９月月月月１１１１日日日日
のののの電話相談電話相談電話相談電話相談はははは1042104210421042件件件件にににに上上上上ったったったった。。。。全国全国全国全国ででででサービスサービスサービスサービス残業残業残業残業をををを根絶根絶根絶根絶すればすればすればすれば280280280280万人万人万人万人のののの新新新新たなたなたなたな雇用雇用雇用雇用がががが
生生生生まれるがまれるがまれるがまれるが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ではではではでは何人何人何人何人のののの雇用増雇用増雇用増雇用増になるかになるかになるかになるか。。。。またまたまたまた、、、、正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用のののの拡大拡大拡大拡大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うううう。。。。

8888 ２２２２才才才才のののの子子子子ががががラッセルラッセルラッセルラッセル・・・・シルバーシルバーシルバーシルバー症候群症候群症候群症候群のののの難病難病難病難病をををを持持持持ったったったった夫婦夫婦夫婦夫婦がいるがいるがいるがいる。。。。県内県内県内県内ではではではでは２２２２人目人目人目人目ではないではないではないではない
かというがかというがかというがかというが難病指定難病指定難病指定難病指定されてないためされてないためされてないためされてないため医療費医療費医療費医療費はははは自己負担自己負担自己負担自己負担。。。。初初初初めてめてめてめて履履履履かせたかせたかせたかせた靴靴靴靴がががが特別注文特別注文特別注文特別注文のたのたのたのた
めめめめ10101010万以上万以上万以上万以上かかりかかりかかりかかり家計家計家計家計をををを圧迫圧迫圧迫圧迫しているしているしているしている。。。。国国国国へのへのへのへの難病指定難病指定難病指定難病指定をををを求求求求めめめめ、、、、当面当面当面当面、、、、通院費通院費通院費通院費のののの無料無料無料無料などなどなどなど
県県県県がががが支援支援支援支援をををを行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないか。。。。

9999 那覇港港湾那覇港港湾那覇港港湾那覇港港湾のののの国際国際国際国際トランシップトランシップトランシップトランシップ計画計画計画計画はははは、、、、取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい貨物貨物貨物貨物ががががゼロゼロゼロゼロでででで破綻破綻破綻破綻しているしているしているしている。。。。港湾計画港湾計画港湾計画港湾計画がががが改改改改
定審議中定審議中定審議中定審議中であればであればであればであれば国際国際国際国際トランシップトランシップトランシップトランシップ計画計画計画計画のののの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主張主張主張主張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。。。。またまたまたまた、、、、浦浦浦浦
添西海岸添西海岸添西海岸添西海岸へのへのへのへの国際国際国際国際ハブハブハブハブ港湾計画港湾計画港湾計画港湾計画もももも中止中止中止中止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。。。。浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設にににに反対反対反対反対するこするこするこするこ
とについてとについてとについてとについて

10101010 県道港川道路県道港川道路県道港川道路県道港川道路をををを津波避難道路津波避難道路津波避難道路津波避難道路とととと位置位置位置位置づけたづけたづけたづけた整備計画整備計画整備計画整備計画にすることにすることにすることにすること。。。。

11111111 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国連子国連子国連子国連子どものどものどものどもの権利委員会権利委員会権利委員会権利委員会はははは、、、、日本日本日本日本にににに対対対対してしてしてして３３３３度目度目度目度目のののの勧告勧告勧告勧告をををを行行行行っているっているっているっている。。。。教育教育教育教育にににに対対対対するするするする勧勧勧勧
告告告告のののの内容内容内容内容をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 長年続長年続長年続長年続けているけているけているけている全県一斉全県一斉全県一斉全県一斉テストテストテストテストのののの評価評価評価評価とととと課題課題課題課題をををを問問問問うううう。。。。学力学力学力学力についてについてについてについて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問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 県立高校入試県立高校入試県立高校入試県立高校入試をををを10101010年前年前年前年前とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、入試平均点入試平均点入試平均点入試平均点とととと合格者合格者合格者合格者のののの平均点平均点平均点平均点。。。。300300300300点満点点満点点満点点満点のののの241241241241点点点点
以上以上以上以上80808080％％％％以上以上以上以上のののの人数人数人数人数とととと割合割合割合割合。。。。50505050点以下点以下点以下点以下17171717％％％％までのまでのまでのまでの人数人数人数人数とととと割合割合割合割合。。。。評価評価評価評価とととと原因原因原因原因、、、、課題課題課題課題をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((4444)))) 高校中退率高校中退率高校中退率高校中退率はははは全国全国全国全国とととと比比比比べてどうかべてどうかべてどうかべてどうか。。。。小学小学小学小学１１１１年生年生年生年生からからからから競争教育競争教育競争教育競争教育をををを排除排除排除排除してしてしてして、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人のののの理理理理
解度解度解度解度にににに応応応応じたじたじたじた丁寧丁寧丁寧丁寧なななな教育教育教育教育でわかるでわかるでわかるでわかる喜喜喜喜びをびをびをびを積積積積みみみみ重重重重ねていくことがねていくことがねていくことがねていくことが重要重要重要重要ではないかではないかではないかではないか。。。。30303030人以人以人以人以
下学級下学級下学級下学級はははは、、、、学力学力学力学力をををを保障保障保障保障するするするする大事大事大事大事なななな条件条件条件条件ではないかではないかではないかではないか。。。。県民県民県民県民ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの教育議論教育議論教育議論教育議論がががが必要必要必要必要ではではではでは
ないかないかないかないか。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島のののの高校生支援高校生支援高校生支援高校生支援についてについてについてについて実績実績実績実績とととと課題課題課題課題をををを問問問問うううう。。。。支援拡充支援拡充支援拡充支援拡充のののの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、限度額限度額限度額限度額のののの引引引引きききき上上上上
げとげとげとげと支援項目支援項目支援項目支援項目のののの拡大拡大拡大拡大などについてなどについてなどについてなどについ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。。。。

((((6666)))) 小中校小中校小中校小中校・・・・県立学校県立学校県立学校県立学校でででで男女混合名簿男女混合名簿男女混合名簿男女混合名簿をををを使用使用使用使用しているしているしているしている自治体自治体自治体自治体とととと学校学校学校学校のののの割合割合割合割合をををを問問問問うううう。。。。教育現場教育現場教育現場教育現場
でででで混合名簿混合名簿混合名簿混合名簿のののの活用活用活用活用をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

12121212 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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 17171717分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 経済振興経済振興経済振興経済振興についてについてについてについて

((((1111)))) ８８８８月月月月31313131日日日日にににに宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市でででで天然天然天然天然ガスガスガスガスのののの試掘試掘試掘試掘がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。これからこれからこれからこれから南城市南城市南城市南城市やややや奥武山奥武山奥武山奥武山でもでもでもでも試掘試掘試掘試掘がががが
予定予定予定予定されているがされているがされているがされているが、、、、埋蔵量埋蔵量埋蔵量埋蔵量やややや温泉水温泉水温泉水温泉水のののの利用等利用等利用等利用等についてについてについてについて、、、、県県県県のののの期待期待期待期待をををを含含含含めためためためた所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域（（（（旧自由貿易地域旧自由貿易地域旧自由貿易地域旧自由貿易地域））））をををを拡張拡張拡張拡張しししし、、、、大型大型大型大型のののの物流物流物流物流センターセンターセンターセンターをををを建建建建
設設設設するとのことだがするとのことだがするとのことだがするとのことだが、、、、旧自由貿易地域旧自由貿易地域旧自由貿易地域旧自由貿易地域のののの入居状況入居状況入居状況入居状況とととと入居企業入居企業入居企業入居企業のののの経営状況経営状況経営状況経営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たいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 県畜産研究県畜産研究県畜産研究県畜産研究センターセンターセンターセンターではではではでは「「「「世界一世界一世界一世界一おいしいおいしいおいしいおいしい豚豚豚豚」」」」をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、育種改良育種改良育種改良育種改良につなげるにつなげるにつなげるにつなげる技術開技術開技術開技術開
発発発発にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。とととと報道報道報道報道されたされたされたされた。「。「。「。「世界一世界一世界一世界一」」」」のののの可能性可能性可能性可能性とととと抱負抱負抱負抱負をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 建設業界建設業界建設業界建設業界でででで職人不足職人不足職人不足職人不足がががが深刻深刻深刻深刻になっているとのことであるになっているとのことであるになっているとのことであるになっているとのことである。。。。状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。県県県県のののの対策対策対策対策もももも伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

2222 県立学校教職員人事異動県立学校教職員人事異動県立学校教職員人事異動県立学校教職員人事異動についてについてについてについて

((((1111)))) 2014201420142014年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成26262626年度年度年度年度））））のののの県立学校教職員人事異動実施要領変更県立学校教職員人事異動実施要領変更県立学校教職員人事異動実施要領変更県立学校教職員人事異動実施要領変更はははは、、、、2007200720072007年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成
19191919年度年度年度年度））））のののの実施要領実施要領実施要領実施要領、　、　、　、　アアアア、「、「、「、「現任校現任校現任校現任校におけるにおけるにおけるにおける勤務年数勤務年数勤務年数勤務年数がががが５５５５年以上年以上年以上年以上のののの者者者者についてはについてはについてはについては、、、、異動異動異動異動
のののの対象対象対象対象としとしとしとし、、、、勤務年数勤務年数勤務年数勤務年数がががが７７７７年以上年以上年以上年以上はははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして異動異動異動異動するものとするするものとするするものとするするものとする。」、。」、。」、。」、ウウウウ、「、「、「、「他他他他のののの地区地区地区地区（（（（※※※※
生活生活生活生活のののの根拠地等根拠地等根拠地等根拠地等））））からからからから離島地区又離島地区又離島地区又離島地区又はははは北部地区北部地区北部地区北部地区にににに異動異動異動異動したしたしたした者者者者のののの勤務年数勤務年数勤務年数勤務年数についてはについてはについてはについては、、、、離離離離
島地区島地区島地区島地区にあってはにあってはにあってはにあっては３３３３年以上年以上年以上年以上４４４４年以下年以下年以下年以下、、、、北部地区北部地区北部地区北部地区にあってはにあってはにあってはにあっては４４４４年以上年以上年以上年以上５５５５年以下年以下年以下年以下とするとするとするとする。。。。ただただただただ
しししし、、、、本人本人本人本人のののの希望希望希望希望によってはによってはによってはによってはアアアアのののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用することができるすることができるすることができるすることができる。」、。」、。」、。」、オオオオ、、、、離島地区離島地区離島地区離島地区（（（（久米島久米島久米島久米島、、、、
宮古宮古宮古宮古、、、、八重山八重山八重山八重山））））にににに生活生活生活生活のののの根拠根拠根拠根拠をををを有有有有するするするする者者者者がががが他他他他のののの地区地区地区地区にににに異動異動異動異動したしたしたした場合場合場合場合のののの勤務年数勤務年数勤務年数勤務年数はははは３３３３年以年以年以年以
上上上上とするとするとするとする。。。。このこのこのこの場合場合場合場合はははは、、、、同同同同じじじじ地区内地区内地区内地区内のののの離島離島離島離島へのへのへのへの異動異動異動異動もももも他地区勤務他地区勤務他地区勤務他地区勤務とみなすとみなすとみなすとみなす。。。。とされたのをとされたのをとされたのをとされたのを
2008200820082008年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成20202020年度年度年度年度））））のののの実施要領実施要領実施要領実施要領ででででウウウウ、、、、オオオオをををを削除削除削除削除しししし人事異動人事異動人事異動人事異動をををを実施実施実施実施したがしたがしたがしたが次年度次年度次年度次年度（（（（平平平平
成成成成26262626年度年度年度年度））））はははは2007200720072007年度年度年度年度のののの実施要領実施要領実施要領実施要領にににに変更変更変更変更するとするとするとすると理解理解理解理解していいかしていいかしていいかしていいか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 再度変更再度変更再度変更再度変更するするするする主主主主なななな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。。。。

3333 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題についてについてについてについて

((((1111)))) 清国清国清国清国とととと琉球国琉球国琉球国琉球国はははは、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をみずからのをみずからのをみずからのをみずからの領土領土領土領土とととと主張主張主張主張したりしたりしたりしたり宣言宣言宣言宣言したことはなかったとしたことはなかったとしたことはなかったとしたことはなかったと思思思思うううう。。。。
県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 清清清清からからからから琉球琉球琉球琉球へへへへ航行航行航行航行するにはするにはするにはするには台湾台湾台湾台湾、、、、尖閣尖閣尖閣尖閣をををを通過通過通過通過しししし久米島久米島久米島久米島をををを経由経由経由経由することからすることからすることからすることから台湾台湾台湾台湾（（（（小琉球小琉球小琉球小琉球））））
とととと尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島にににに名称名称名称名称をつけたがをつけたがをつけたがをつけたが航海航海航海航海のためののためののためののための目標目標目標目標としてのとしてのとしてのとしての名称名称名称名称であってであってであってであって領土宣言領土宣言領土宣言領土宣言ではないではないではないではない
とととと理解理解理解理解すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう。。。。またまたまたまた、、、、冊封使冊封使冊封使冊封使のののの水先水先水先水先きききき案内案内案内案内はははは琉球人琉球人琉球人琉球人でありでありでありであり、、、、清国清国清国清国はははは海禁政策海禁政策海禁政策海禁政策をとっをとっをとっをとっ
ていたことからもていたことからもていたことからもていたことからも中国中国中国中国がががが歴史歴史歴史歴史をさかのぼってをさかのぼってをさかのぼってをさかのぼって「「「「領土領土領土領土」」」」をををを主張主張主張主張するのはするのはするのはするのは無理無理無理無理があるがあるがあるがある。。。。県県県県のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 日本日本日本日本がががが領土領土領土領土にしたのはにしたのはにしたのはにしたのは1895189518951895年年年年のことであるのことであるのことであるのことである。。。。徳川幕府徳川幕府徳川幕府徳川幕府がががが鎖国政策鎖国政策鎖国政策鎖国政策をとっていたことやをとっていたことやをとっていたことやをとっていたことや今日今日今日今日
のののの日本日本日本日本でででで尖閣尖閣尖閣尖閣にににに近近近近いいいい沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県（（（（琉球琉球琉球琉球））））がががが独立国独立国独立国独立国であったであったであったであった歴史歴史歴史歴史からからからから考考考考えるとえるとえるとえると尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを日本日本日本日本
のののの「「「「固有固有固有固有のののの領土領土領土領土」」」」とととと主張主張主張主張するのはするのはするのはするのは無理無理無理無理があるがあるがあるがある。。。。県議会県議会県議会県議会がががが昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月31313131日日日日のののの意見書意見書意見書意見書でででで「「「「固有固有固有固有のののの
領土領土領土領土」」」」とせずとせずとせずとせず「「「「我我我我がががが国国国国のののの領土領土領土領土」」」」としとしとしとし、「、「、「、「日中両国間日中両国間日中両国間日中両国間のののの感情的感情的感情的感情的なななな対立対立対立対立、、、、緊張緊張緊張緊張ををををエスカレートエスカレートエスカレートエスカレートささささ
せるようなことをせるようなことをせるようなことをせるようなことを自制自制自制自制しししし、、、、・・・・・・・・・・・・冷静冷静冷静冷静かつかつかつかつ平和的平和的平和的平和的なななな外交交渉外交交渉外交交渉外交交渉でででで解決解決解決解決をををを図図図図ることることることること。」。」。」。」とととと記記記記したのはしたのはしたのはしたのは
見識見識見識見識をををを示示示示したとしたとしたとしたと言言言言えるとえるとえるとえると思思思思うううう。。。。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。。。。

((((4444)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島からからからから与那国与那国与那国与那国、、、、石垣石垣石垣石垣、、、、宮古宮古宮古宮古、、、、福州福州福州福州のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの距離距離距離距離でででで一番近一番近一番近一番近いいいい（（（（短短短短いいいい））））のはどこのはどこのはどこのはどこ
かかかか。。。。

4444 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)))) 「「「「尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島にもにもにもにも到達到達到達到達できるできるできるできる。。。。必要必要必要必要があればがあればがあればがあれば日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約にににに基基基基づきづきづきづき尖閣尖閣尖閣尖閣へのへのへのへの派遣派遣派遣派遣もももも可能可能可能可能
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だだだだ」」」」とととと四軍調整官四軍調整官四軍調整官四軍調整官がががが発言発言発言発言したとしたとしたとしたと報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ９９９９月月月月23232323日日日日のののの全国沖縄県人会交流会全国沖縄県人会交流会全国沖縄県人会交流会全国沖縄県人会交流会でででで「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの基地基地基地基地のののの押押押押しつけしつけしつけしつけ、、、、本土本土本土本土のののの無関心無関心無関心無関心がががが「「「「構造構造構造構造
的差別的差別的差別的差別」」」」をををを生生生生みみみみ出出出出しているしているしているしている」「」「」「」「本土本土本土本土のののの沖縄県人会沖縄県人会沖縄県人会沖縄県人会はははは各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をををを訴訴訴訴ええええ、、、、米米米米
軍基地撤去軍基地撤去軍基地撤去軍基地撤去をををを願願願願うううう沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県・・・・県民県民県民県民とととと行動行動行動行動をををを共共共共にしていくにしていくにしていくにしていく」」」」とのとのとのとのアピールアピールアピールアピール文文文文をををを全会一致全会一致全会一致全会一致でででで採択採択採択採択
したとのことであるしたとのことであるしたとのことであるしたとのことである。。。。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。。。。

((((3333)))) 沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館についてについてについてについて
　　　　このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては再三再三再三再三にわたってにわたってにわたってにわたって質問質問質問質問しましたしましたしましたしました。。。。約約約約1000100010001000坪坪坪坪のののの土地土地土地土地のののの一部一部一部一部をををを売却売却売却売却しししし、、、、残残残残っっっっ
たたたた土地土地土地土地にににに売却益売却益売却益売却益でででで改築改築改築改築すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと主張主張主張主張してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。しかししかししかししかし、、、、県県県県やややや教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが売却売却売却売却のののの
方針方針方針方針であることからであることからであることからであることから昨年昨年昨年昨年のののの11111111月定例会月定例会月定例会月定例会ではではではでは「「「「本来本来本来本来ならならならなら改築改築改築改築すべきだがすべきだがすべきだがすべきだが売却売却売却売却するならするならするならするなら売却売却売却売却
益益益益はははは人材育成人材育成人材育成人材育成にににに使使使使うべきうべきうべきうべき」」」」とととと訴訴訴訴えてきましたがえてきましたがえてきましたがえてきましたが、、、、懸念懸念懸念懸念していたとおりしていたとおりしていたとおりしていたとおり、、、、沖縄県県有施設整備沖縄県県有施設整備沖縄県県有施設整備沖縄県県有施設整備
基金基金基金基金ででででプールプールプールプールにににに利用利用利用利用されるとのことであるされるとのことであるされるとのことであるされるとのことである。。。。そこでそこでそこでそこで質問質問質問質問しますしますしますします。。。。

ｱｱｱｱ 沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館のののの処理方針処理方針処理方針処理方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 学生会館学生会館学生会館学生会館はははは昭和昭和昭和昭和36363636年南方同邦援護会年南方同邦援護会年南方同邦援護会年南方同邦援護会のののの援助援助援助援助でででで着工着工着工着工しししし、、、、昭和昭和昭和昭和37373737年年年年にににに落成落成落成落成。。。。昭和昭和昭和昭和40404040年国年国年国年国
庫補助庫補助庫補助庫補助をををを得得得得てててて増築増築増築増築されたされたされたされた歴史歴史歴史歴史があるがあるがあるがある。。。。現在現在現在現在もももも東京東京東京東京をををを初初初初めめめめ関東関東関東関東でででで、、、、学学学学ぶぶぶぶ県出身学生県出身学生県出身学生県出身学生はははは多多多多
いいいい。。。。交通交通交通交通のののの便便便便もももも良良良良くなりくなりくなりくなり習志野習志野習志野習志野からからからから関東周辺関東周辺関東周辺関東周辺にににに通学可能通学可能通学可能通学可能でででで利用価値利用価値利用価値利用価値、、、、存在意義存在意義存在意義存在意義はははは大大大大きききき
いいいい。。。。改築改築改築改築したらしたらしたらしたら、、、、入居希望者入居希望者入居希望者入居希望者もふえるもふえるもふえるもふえる状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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 17171717分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（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)))) 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび周辺残地周辺残地周辺残地周辺残地のののの利活用利活用利活用利活用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。。。。

ｱｱｱｱ 県利活用県利活用県利活用県利活用((((案案案案))))のののの実現性実現性実現性実現性についてについてについてについて((((誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの経緯経緯経緯経緯とととと可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて))))

ｲｲｲｲ 覚書効力確認等調停事件覚書効力確認等調停事件覚書効力確認等調停事件覚書効力確認等調停事件のののの調停調停調停調停３３３３「「「「県県県県はははは、、、、下地島空港施設株式会社下地島空港施設株式会社下地島空港施設株式会社下地島空港施設株式会社のののの譲譲譲譲りりりり受受受受けけけけ先先先先をををを斡斡斡斡
旋旋旋旋するするするする」」」」についてについてについてについて経緯経緯経緯経緯をををを確認確認確認確認するするするする。。。。

ｳｳｳｳ 下地島土地利用基本計画下地島土地利用基本計画下地島土地利用基本計画下地島土地利用基本計画（（（（平成平成平成平成10101010年年年年３３３３月月月月））））のののの進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題とととと普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「基地基地基地基地のののの応分応分応分応分のののの負担負担負担負担はははは当然当然当然当然だがだがだがだが、、、、はるかにはるかにはるかにはるかに超超超超えているというのがえているというのがえているというのがえているというのが現実現実現実現実だだだだ」」」」((((９９９９////20202020県紙県紙県紙県紙))))とのとのとのとの
知事発言知事発言知事発言知事発言。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄がはるかにがはるかにがはるかにがはるかに超超超超えるえるえるえる基地負担基地負担基地負担基地負担とはとはとはとは、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは応分負担応分負担応分負担応分負担とはどれほどかとはどれほどかとはどれほどかとはどれほどか。。。。

ｲｲｲｲ 日米日米日米日米のののの合意合意合意合意によってによってによってによって「「「「普天間移設普天間移設普天間移設普天間移設」」」」目標目標目標目標はははは「「「「2022202220222022年年年年またはそのまたはそのまたはそのまたはその後後後後」」」」となったとなったとなったとなった。。。。しかししかししかししかし、、、、米米米米
議会議会議会議会はこのはこのはこのはこの見通見通見通見通しをしをしをしを「「「「はるかはるかはるかはるか先先先先」」」」とととと分析分析分析分析しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事がががが繰繰繰繰りりりり返返返返すすすす「「「「一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの
除去除去除去除去」」」」がががが「「「「はるかはるかはるかはるか先先先先」」」」となるとなるとなるとなる。。。。内外内外内外内外でででで知事知事知事知事をををを揺揺揺揺さぶりさぶりさぶりさぶり、、、、政府政府政府政府はははは「「「「固定化固定化固定化固定化」」」」かかかか「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」かかかか
のののの「「「「二者択一二者択一二者択一二者択一」」」」をををを迫迫迫迫っているっているっているっている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 県外移設県外移設県外移設県外移設へへへへ向向向向けけけけ、、、、県外県外県外県外35353535カカカカ所所所所のののの空港空港空港空港のののの調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとしているがんでいるとしているがんでいるとしているがんでいるとしているが、、、、調査調査調査調査
期間期間期間期間とそのとそのとそのとその後後後後のののの調査結果調査結果調査結果調査結果のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 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におけるにおけるにおけるにおける爆音爆音爆音爆音はははは尋常尋常尋常尋常ではないではないではないではない。。。。地元地元地元地元ではではではでは「「「「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のののの負担軽負担軽負担軽負担軽
減減減減がががが進進進進まずまずまずまず、、、、むしろむしろむしろむしろ負担負担負担負担はははは増増増増すすすす一方一方一方一方でででで、、、、我慢我慢我慢我慢のののの限界限界限界限界」」」」だとしているだとしているだとしているだとしている。。。。戦後事件戦後事件戦後事件戦後事件・・・・事故事故事故事故にににに
伴伴伴伴うううう抗議決議抗議決議抗議決議抗議決議やややや要講等要講等要講等要講等((((市町村市町村市町村市町村、、、、議会議会議会議会、、、、県県県県、、、、県議会県議会県議会県議会))))によってによってによってによって、、、、県民県民県民県民のののの安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心はははは確保確保確保確保
できているかできているかできているかできているか。。。。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。。。。

ｵｵｵｵ 米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場のののの成成成成りりりり立立立立ちについてちについてちについてちについて、「、「、「、「普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場ができたができたができたができた後後後後にににに周辺周辺周辺周辺にににに住民住民住民住民がががが住住住住
みみみみ着着着着きききき始始始始めためためためた」」」」というというというという話話話話しがしがしがしがネットネットネットネットでででで出回出回出回出回っているというっているというっているというっているという。。。。基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて大大大大きなきなきなきな誤解誤解誤解誤解・・・・
偏見偏見偏見偏見がががが、、、、特特特特にににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの若者若者若者若者のののの間間間間でででで広広広広がっているというがっているというがっているというがっているという。。。。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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ問題問題問題問題をををを訓練移転訓練移転訓練移転訓練移転でででで「「「「負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減」」」」とととと矮小化矮小化矮小化矮小化するするするする日本政府日本政府日本政府日本政府。。。。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 県立病院県立病院県立病院県立病院とととと福祉保健福祉保健福祉保健福祉保健のののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((1111)))) 経営改善計画経営改善計画経営改善計画経営改善計画とととと今後今後今後今後のののの運営形態運営形態運営形態運営形態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)))) 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がんがんがんがん対策推進計画対策推進計画対策推進計画対策推進計画」」」」についてについてについてについて
　　　　県立病院事業局県立病院事業局県立病院事業局県立病院事業局、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 宮古宮古宮古宮古・・・・八重山離島圏域八重山離島圏域八重山離島圏域八重山離島圏域へのへのへのへの放射線治療機器放射線治療機器放射線治療機器放射線治療機器のののの導入導入導入導入とととと職員職員職員職員のののの充実充実充実充実についてについてについてについて検討検討検討検討すべきですべきですべきですべきで
あるあるあるある。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島・・・・僻地医療僻地医療僻地医療僻地医療についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 離島離島離島離島・・・・僻地医療圏僻地医療圏僻地医療圏僻地医療圏におけるにおけるにおけるにおける福祉保健部及福祉保健部及福祉保健部及福祉保健部及びびびび病院事業局病院事業局病院事業局病院事業局それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの医療体制確立医療体制確立医療体制確立医療体制確立につにつにつにつ
いていていていて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地におけるにおけるにおけるにおける医療体制医療体制医療体制医療体制をををを確立確立確立確立するにするにするにするに当当当当たってたってたってたって、、、、そのそのそのその課題課題課題課題とととと解決策解決策解決策解決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。。。。
（（（（優先課題優先課題優先課題優先課題もももも含含含含めてめてめてめて))))

ｳｳｳｳ 県内離島診療所県内離島診療所県内離島診療所県内離島診療所のののの医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師のののの勤務実態勤務実態勤務実態勤務実態とととと課題課題課題課題((((現場現場現場現場のののの声等声等声等声等))))についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 県立離島診療所県立離島診療所県立離島診療所県立離島診療所のののの補完補完補完補完のためにのためにのためにのために代診派遣事業代診派遣事業代診派遣事業代診派遣事業((((ＤｒＤｒＤｒＤｒプールプールプールプール事業事業事業事業))))があるがあるがあるがある。。。。定数定数定数定数はははは何名何名何名何名
かかかか、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠についてもについてもについてもについても聞聞聞聞くくくく。。。。

ｵｵｵｵ 離島離島離島離島・・・・僻地医療僻地医療僻地医療僻地医療においてはにおいてはにおいてはにおいては医師医師医師医師をををを含含含含めめめめ看護師等看護師等看護師等看護師等のののの医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフによってによってによってによって提供提供提供提供されていされていされていされてい
るるるる。。。。看護師等看護師等看護師等看護師等においてもにおいてもにおいてもにおいてもＤｒＤｒＤｒＤｒプールプールプールプールのようなのようなのようなのような事業事業事業事業がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとで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。。。。見解見解見解見解をををを
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伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 宮古病院等宮古病院等宮古病院等宮古病院等のののの離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地のののの中核病院中核病院中核病院中核病院においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、何度何度何度何度かかかか医師医師医師医師のののの退職等退職等退職等退職等によりによりによりにより診療制限診療制限診療制限診療制限
がががが行行行行われたわれたわれたわれた経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある。。。。このようなこのようなこのようなこのような離島離島離島離島・・・・僻地医療圏僻地医療圏僻地医療圏僻地医療圏においてにおいてにおいてにおいて安定的安定的安定的安定的なななな医療医療医療医療のののの提供体提供体提供体提供体
制制制制をとるにはをとるにはをとるにはをとるには代診派遣事業代診派遣事業代診派遣事業代診派遣事業のようなのようなのようなのような制度制度制度制度のののの実現実現実現実現がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部のののの見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｷｷｷｷ 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地のののの医療圏医療圏医療圏医療圏におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフ((((医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師・・・・コメディカルコメディカルコメディカルコメディカル))))のののの必要数必要数必要数必要数をどうをどうをどうをどう認認認認
識識識識しているかしているかしているかしているか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｸｸｸｸ 離島離島離島離島・・・・僻地医療圏僻地医療圏僻地医療圏僻地医療圏におけるにおけるにおけるにおける安定的安定的安定的安定的なななな医療医療医療医療をををを提供提供提供提供するためにはするためにはするためにはするためには「「「「医療医療医療医療スタッフスタッフスタッフスタッフ」」」」のののの確保確保確保確保がががが
必須必須必須必須になるになるになるになる。。。。福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部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いるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか伺伺伺伺うううう。。。。((((県外県外県外県外におけるにおけるにおけるにおける医師医師医師医師のののの
確保等確保等確保等確保等をををを含含含含むむむむ。。。。))))

ｹｹｹｹ これまでこれまでこれまでこれまで県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院がががが医師医師医師医師をををを派遣派遣派遣派遣してしてしてして実施実施実施実施されてきたされてきたされてきたされてきた、、、、年年年年１１１１回回回回のののの宮古地区大神島宮古地区大神島宮古地区大神島宮古地区大神島へへへへ
のののの医科巡回診療医科巡回診療医科巡回診療医科巡回診療がががが今年今年今年今年からからからから廃止廃止廃止廃止をされているをされているをされているをされている。。。。継続継続継続継続されるべきではないかされるべきではないかされるべきではないかされるべきではないか。。。。

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 離島地域離島地域離島地域離島地域におけるにおけるにおけるにおける学校教育学校教育学校教育学校教育についてについてについてについて、、、、公平公平公平公平なななな教育教育教育教育、、、、教育機会教育機会教育機会教育機会のののの確保及確保及確保及確保及びびびび教育負担教育負担教育負担教育負担のののの
軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの認識認識認識認識をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 宮古多良間村宮古多良間村宮古多良間村宮古多良間村よりよりよりより要請要請要請要請のあったのあったのあったのあった「「「「小中学校小中学校小中学校小中学校へのへのへのへの本務教諭本務教諭本務教諭本務教諭のののの派遣要請派遣要請派遣要請派遣要請」」」」についてについてについてについて、、、、県県県県はははは
「「「「計画的計画的計画的計画的なななな配置配置配置配置をををを進進進進めるめるめるめる」」」」とととと回答回答回答回答をををを寄寄寄寄せているせているせているせている。。。。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聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 将来将来将来将来へのへのへのへの教育教育教育教育のののの展望展望展望展望をををを示示示示すこともなくすこともなくすこともなくすこともなく、、、、安易安易安易安易にににに「「「「適正数適正数適正数適正数」、「」、「」、「」、「適正規模適正規模適正規模適正規模」」」」をををを理由理由理由理由にににに「「「「学校統学校統学校統学校統
廃合廃合廃合廃合」」」」がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、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。。。。

ｴｴｴｴ 多良間村多良間村多良間村多良間村ののののＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業のののの要請要請要請要請にににに対対対対しししし平成平成平成平成23232323年度年度年度年度をもってをもってをもってをもって終了終了終了終了したとのことだがしたとのことだがしたとのことだがしたとのことだが、、、、小小小小
規模離島規模離島規模離島規模離島のののの財政規模財政規模財政規模財政規模をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして事業事業事業事業のののの再開再開再開再開、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは類似類似類似類似のののの事業事業事業事業をををを立立立立ちちちち上上上上げるなどしげるなどしげるなどしげるなどし
てててて小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島のののの学校教育学校教育学校教育学校教育のののの要望要望要望要望にににに応応応応えるべきではないかえるべきではないかえるべきではないかえるべきではないか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 学校施設学校施設学校施設学校施設へのへのへのへの空調設備空調設備空調設備空調設備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 県内全県内全県内全県内全てのてのてのての義務教育施設義務教育施設義務教育施設義務教育施設とととと幼稚園施設幼稚園施設幼稚園施設幼稚園施設へのへのへのへの空調設備空調設備空調設備空調設備のののの整備整備整備整備によるによるによるによる学習環境学習環境学習環境学習環境のののの改善改善改善改善にににに
ついてついてついてついて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。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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

5555 17171717分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対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

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県民総意県民総意県民総意県民総意をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり、、、、欠陥機欠陥機欠陥機欠陥機オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備までまでまでまで強行強行強行強行しましたしましたしましたしました。。。。そしそしそしそし
てててて日米合意日米合意日米合意日米合意をををを無視無視無視無視したしたしたした軍事訓練軍事訓練軍事訓練軍事訓練でででで県民県民県民県民をををを苦苦苦苦しめていますしめていますしめていますしめています。。。。そのそのそのその軍事訓練軍事訓練軍事訓練軍事訓練のののの実態実態実態実態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、、、、具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。またまたまたまた、、、、県民県民県民県民のこうむっているのこうむっているのこうむっているのこうむっている被害被害被害被害をををを調査調査調査調査しししし、、、、対策対策対策対策をとをとをとをと
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。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対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。。。。

ｲｲｲｲ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの全国的全国的全国的全国的なななな訓練訓練訓練訓練のののの実態実態実態実態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。。。。関係住民関係住民関係住民関係住民からからからから訓練反対訓練反対訓練反対訓練反対のののの声声声声はははは出出出出
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。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事はははは日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約をををを容認容認容認容認していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか。。。。米軍米軍米軍米軍はははは県民県民県民県民をををを守守守守っっっっ
ているとているとているとていると考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。

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)))) 県民負担県民負担県民負担県民負担のののの軽減軽減軽減軽減がががが強調強調強調強調されていますされていますされていますされています。。。。しかししかししかししかし、、、、実態実態実態実態はははは米軍米軍米軍米軍のためののためののためののための、、、、ごまかしのごまかしのごまかしのごまかしの安上安上安上安上がりがりがりがり
のののの合理化策合理化策合理化策合理化策のののの押押押押しつけでしかないしつけでしかないしつけでしかないしつけでしかない。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＦＦＦＦ15151515戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸がががが毎日毎日毎日毎日のようにのようにのようにのように続続続続いていますいていますいていますいています。。。。事故等事故等事故等事故等のののの実態実態実態実態はどうなっていますはどうなっていますはどうなっていますはどうなっています
かかかか。。。。

((((3333)))) ＦＦＦＦ15151515はははは40404040年年年年もももも経過経過経過経過してしてしてして老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進行進行進行進行しししし、、、、いついついついつ墜落墜落墜落墜落するかわからないするかわからないするかわからないするかわからない極極極極めてめてめてめて危険危険危険危険なななな状況状況状況状況にににに
ありますありますありますあります。。。。知事知事知事知事はははは早急早急早急早急にににに飛行中止飛行中止飛行中止飛行中止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。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設のためののためののためののための公有水面埋立承認願書公有水面埋立承認願書公有水面埋立承認願書公有水面埋立承認願書はははは県民県民県民県民のののの反対意思反対意思反対意思反対意思をををを無視無視無視無視しししし、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義をををを
じゅうりんするものですじゅうりんするものですじゅうりんするものですじゅうりんするものです。。。。知事知事知事知事はははは明確明確明確明確にににに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。。。。

3333 性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援のためののためののためののための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立設立設立設立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取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの到達点到達点到達点到達点とととと今後今後今後今後のののの方針方針方針方針についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

4444 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設からのからのからのからの汚染水問題汚染水問題汚染水問題汚染水問題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄市北部沖縄市北部沖縄市北部沖縄市北部にあるにあるにあるにある産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場はははは水質汚濁防止法及水質汚濁防止法及水質汚濁防止法及水質汚濁防止法及びびびび、、、、沖縄県公害防止条沖縄県公害防止条沖縄県公害防止条沖縄県公害防止条
例例例例にににに違反違反違反違反しているしているしているしている。。。。県県県県はこれまでどのようなはこれまでどのようなはこれまでどのようなはこれまでどのような指導指導指導指導をををを行行行行ってきたかってきたかってきたかってきたか。。。。

((((2222)))) 汚染水汚染水汚染水汚染水のののの実態調査実態調査実態調査実態調査はどこまではどこまではどこまではどこまで取取取取りりりり組組組組まれているかまれているかまれているかまれているか。。。。９９９９月調査月調査月調査月調査はははは実施実施実施実施したかしたかしたかしたか。。。。

((((3333)))) 地下水地下水地下水地下水からからからからヒヒヒヒ素素素素がががが検出検出検出検出されているがされているがされているがされているが原因原因原因原因はははは特定特定特定特定できたかできたかできたかできたか。。。。今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような対応対応対応対応をするのかをするのかをするのかをするのか
説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((4444)))) 住民住民住民住民からからからから刑事告発刑事告発刑事告発刑事告発がががが行行行行われているわれているわれているわれている。。。。県県県県はそれをどのようにはそれをどのようにはそれをどのようにはそれをどのよう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。。。。警察警察警察警察はははは告発告発告発告発
にににに基基基基づきづきづきづき、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに捜査捜査捜査捜査しししし、、、、事件事件事件事件をををを解決解決解決解決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 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)))) 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のののの結果結果結果結果についてのについてのについてのについての所見所見所見所見をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 最下位最下位最下位最下位からからからから脱出脱出脱出脱出できないできないできないできない原因原因原因原因はははは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに問題点問題点問題点問題点はなかったかはなかったかはなかったかはなかったか。。。。総括総括総括総括はしたかはしたかはしたかはしたか。。。。

((((4444)))) 秋田県秋田県秋田県秋田県からからからから学学学学んでもんでもんでもんでも結果結果結果結果はさしてはさしてはさしてはさして効果効果効果効果はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。

((((5555)))) 達成度達成度達成度達成度テストテストテストテストのののの実施実施実施実施はははは従来従来従来従来よりもよりもよりもよりも強化強化強化強化するするするする方針方針方針方針かかかか、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 学校学校学校学校におけるいじめにおけるいじめにおけるいじめにおけるいじめ問題問題問題問題のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその克服克服克服克服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。。。。

6666 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの埋立問題埋立問題埋立問題埋立問題についてについてについてについて

((((1111)))) 人人人人がががが使用使用使用使用するするするする場所場所場所場所をををを埋立面積埋立面積埋立面積埋立面積にににに入入入入れないのはれないのはれないのはれないのは公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法にににに違反違反違反違反するのではないするのではないするのではないするのではない
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かかかか。。。。

((((2222)))) 埋立地埋立地埋立地埋立地のののの泡瀬航路泡瀬航路泡瀬航路泡瀬航路（（（（掘削航路掘削航路掘削航路掘削航路））））のののの工事工事工事工事でででで、、、、東側砂洲東側砂洲東側砂洲東側砂洲のののの高高高高さがさがさがさが低低低低くなりくなりくなりくなり水没水没水没水没するようになっするようになっするようになっするようになっ
ているがているがているがているが、、、、実態実態実態実態をををを掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事によってによってによってによって自然破壊自然破壊自然破壊自然破壊がががが進行進行進行進行しししし、、、、生態体系生態体系生態体系生態体系にににに大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化をををを与与与与えているえているえているえている。。。。これでもこれでもこれでもこれでもラムラムラムラム
サールサールサールサール条約条約条約条約にににに適合適合適合適合しているかしているかしているかしているか。。。。

((((4444)))) 津波対策津波対策津波対策津波対策やややや耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策はははは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。。。。

7777 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

((((1111)))) 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消がががが保育保育保育保育のののの質質質質をををを低下低下低下低下させるさせるさせるさせる、、、、保育条件保育条件保育条件保育条件がががが切切切切りりりり下下下下げられるというげられるというげられるというげられるという危惧危惧危惧危惧すべきすべきすべきすべき事事事事
態態態態がががが進行進行進行進行しているしているしているしている。。。。県県県県はははは児童福祉法遵守児童福祉法遵守児童福祉法遵守児童福祉法遵守のののの立場立場立場立場をををを改改改改めてめてめてめて明確明確明確明確にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか。。。。

((((2222)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園にににに対対対対するするするする財政的援助財政的援助財政的援助財政的援助のののの実態実態実態実態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。。。。

8888 干干干干ばつばつばつばつ対策対策対策対策についてについてについてについて
　　　　干干干干ばつばつばつばつ被害被害被害被害のののの実態調査実態調査実態調査実態調査とそのとそのとそのとその対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの建設建設建設建設についてについてについてについて

((((1111)))) 需要予測需要予測需要予測需要予測からからからから考考考考えるとえるとえるとえると自衛隊使用自衛隊使用自衛隊使用自衛隊使用がががが主主主主なななな目的目的目的目的でででで建設建設建設建設されるされるされるされる危惧危惧危惧危惧をををを持持持持っているがっているがっているがっているが、、、、所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、米軍米軍米軍米軍がががが使用使用使用使用することはないかすることはないかすることはないかすることはないか。。。。

((((2222)))) 滑走路滑走路滑走路滑走路のののの予定海域予定海域予定海域予定海域はははは豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然のののの宝庫宝庫宝庫宝庫になっているになっているになっているになっている。。。。そのそのそのその破壊破壊破壊破壊はははは避避避避けるべきだがけるべきだがけるべきだがけるべきだが、、、、方策方策方策方策
はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

10101010 コザコザコザコザ児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所のののの問題問題問題問題についてについてについてについて
　　　　一時保護所一時保護所一時保護所一時保護所におけるにおけるにおけるにおける児童児童児童児童のののの処遇処遇処遇処遇やややや職員職員職員職員のののの体制体制体制体制などなどなどなど、、、、運営体制運営体制運営体制運営体制にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると指摘指摘指摘指摘があるがあるがあるがある
がががが実態実態実態実態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。。。。

11111111 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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

6666 17171717分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（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)))) 経済力経済力経済力経済力やややや権力権力権力権力のあるのあるのあるのある大企業大企業大企業大企業やややや政府政府政府政府がががが原告原告原告原告となりとなりとなりとなり、、、、権力権力権力権力をををを持持持持たないたないたないたない個人個人個人個人をををを訴訴訴訴えるえるえるえる訴訟訴訟訴訟訴訟のこのこのこのこ
とをとをとをとをスラップスラップスラップスラップ（ＳＬＡＰＰ）（ＳＬＡＰＰ）（ＳＬＡＰＰ）（ＳＬＡＰＰ）訴訟訴訟訴訟訴訟というというというという。。。。国策国策国策国策にににに従従従従わないわないわないわない個人個人個人個人がががが威圧威圧威圧威圧・・・・恫喝恫喝恫喝恫喝・・・・報復的報復的報復的報復的にににに訴訴訴訴えられえられえられえられ
そのそのそのその発言発言発言発言やややや取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを抑抑抑抑ええええ込込込込まれるまれるまれるまれる。。。。まさにまさにまさにまさに東村高江東村高江東村高江東村高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド工事工事工事工事にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる訴訟訴訟訴訟訴訟はははは
住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを封殺封殺封殺封殺するものとするものとするものとするものと言言言言えるえるえるえる。。。。先日視察先日視察先日視察先日視察したしたしたした上関原発上関原発上関原発上関原発・・・・祝島祝島祝島祝島でもでもでもでも原発建設原発建設原発建設原発建設にににに反対反対反対反対
しているしているしているしている住民住民住民住民４４４４人人人人がががが中国電力中国電力中国電力中国電力からからからから訴訴訴訴えられているえられているえられているえられている。。。。高江高江高江高江でででで起起起起こっているこっているこっているこっているスラップスラップスラップスラップ訴訟訴訟訴訟訴訟につにつにつにつ
いていていていて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2012201220122012年度年度年度年度テレメンタリーテレメンタリーテレメンタリーテレメンタリー年間最優秀賞年間最優秀賞年間最優秀賞年間最優秀賞をををを初初初初めめめめ数数数数々々々々のののの賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞したしたしたした「「「「標的標的標的標的のののの村村村村」」」」がががが上映上映上映上映されされされされ
ているているているている。。。。知事知事知事知事がががが鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞したならしたならしたならしたなら感想感想感想感想をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((3333)))) 麻生太郎副総理兼財務相麻生太郎副総理兼財務相麻生太郎副総理兼財務相麻生太郎副総理兼財務相はははは今年今年今年今年７７７７月月月月29292929日日日日、、、、都内都内都内都内のののの講演講演講演講演でででで改憲間題改憲間題改憲間題改憲間題にににに触触触触れれれれ、「、「、「、「ドイツドイツドイツドイツののののワワワワ
イマールイマールイマールイマール憲法憲法憲法憲法はいつのはいつのはいつのはいつの間間間間にかにかにかにか変変変変わっていったわっていったわっていったわっていった。。。。誰誰誰誰もがもがもがもが気気気気がががが付付付付かないかないかないかない間間間間にににに変変変変わったわったわったわった。。。。あのあのあのあの
手法手法手法手法をををを学学学学んだらどうかんだらどうかんだらどうかんだらどうか」」」」とととと発言発言発言発言したしたしたした。。。。憲法憲法憲法憲法をををを変変変変えるのにえるのにえるのにえるのに国民国民国民国民がががが気気気気がががが付付付付つかないうちにやろうつかないうちにやろうつかないうちにやろうつかないうちにやろう
というというというという考考考考えはえはえはえは麻生氏麻生氏麻生氏麻生氏のののの本音本音本音本音がががが出出出出たものとたものとたものとたものと思思思思うううう。。。。このこのこのこの発言発言発言発言にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 又吉公室長又吉公室長又吉公室長又吉公室長がががが訪米訪米訪米訪米ししししハワイハワイハワイハワイ州州州州ののののアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビー知事知事知事知事とととと海兵隊問題海兵隊問題海兵隊問題海兵隊問題でででで話話話話しししし合合合合ったようだがったようだがったようだがったようだが、、、、
どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを話話話話しししし合合合合ったのかったのかったのかったのか、、、、またまたまたまた成果成果成果成果はあったのかはあったのかはあったのかはあったのか。。。。１１１１月月月月、、、、４４４４月月月月にもにもにもにも訪米訪米訪米訪米しているがしているがしているがしているが、、、、どのどのどのどの
ようなようなようなような成果成果成果成果があったのかがあったのかがあったのかがあったのか。。。。米国側米国側米国側米国側ののののシンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクとのとのとのとの提携提携提携提携などはどうかなどはどうかなどはどうかなどはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 政府政府政府政府はははは高校授業料無償化高校授業料無償化高校授業料無償化高校授業料無償化についてについてについてについて次年度次年度次年度次年度からからからから年収年収年収年収910910910910万円未満万円未満万円未満万円未満とするとするとするとする所得制限所得制限所得制限所得制限をををを設設設設けけけけ
るというるというるというるという。。。。年収年収年収年収によってふえるによってふえるによってふえるによってふえる部分部分部分部分もあるようだがもあるようだがもあるようだがもあるようだが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは具体的具体的具体的具体的にはどのようににはどのようににはどのようににはどのように変化変化変化変化すすすす
るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省はははは土曜授業土曜授業土曜授業土曜授業にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ小中高校小中高校小中高校小中高校などになどになどになどに対対対対してしてしてして補助制度補助制度補助制度補助制度をををを設設設設けるようだがけるようだがけるようだがけるようだが教育教育教育教育
庁庁庁庁のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。2012201220122012年度年度年度年度にににに導入導入導入導入したしたしたした学校学校学校学校はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。またまたまたまた、、、、週週週週５５５５日制日制日制日制をををを導入導入導入導入したしたしたした理由理由理由理由はははは
何何何何だったのかだったのかだったのかだったのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 中高校中高校中高校中高校におけるにおけるにおけるにおける少人数授業少人数授業少人数授業少人数授業のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 小中高校小中高校小中高校小中高校ののののクーラークーラークーラークーラー設置状況設置状況設置状況設置状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 子供支援子供支援子供支援子供支援についてについてについてについて

((((1111)))) 生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯のののの教育支援教育支援教育支援教育支援についてについてについてについて実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費ののののカットカットカットカットがががが子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響をををを心配心配心配心配しているしているしているしている。。。。生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯とととと一般世帯一般世帯一般世帯一般世帯
のののの現在現在現在現在のののの高校進学率高校進学率高校進学率高校進学率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)))) ニートニートニートニート・・・・引引引引きこもりきこもりきこもりきこもり・・・・貧困貧困貧困貧困などのなどのなどのなどの問題問題問題問題でででで講演講演講演講演したしたしたした宮本宮本宮本宮本みちみちみちみち子放送大学教授子放送大学教授子放送大学教授子放送大学教授はははは、、、、成人成人成人成人してしてしてして社社社社
会会会会にににに出出出出るるるる以前以前以前以前にににに、、、、就学前就学前就学前就学前からからからから学力学力学力学力などでなどでなどでなどで大大大大きなきなきなきな「「「「格差格差格差格差」」」」がががが見見見見られるためられるためられるためられるため「「「「早期早期早期早期のののの介入介入介入介入がががが必必必必
要要要要」」」」とととと話話話話されているされているされているされている。。。。保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のころからのころからのころからのころから対応対応対応対応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、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でででで１１１１クラスクラスクラスクラス
30303030人人人人～～～～35353535人人人人ものものものもの子供子供子供子供をををを非正規非正規非正規非正規のののの保育士保育士保育士保育士がががが預預預預かっているかっているかっているかっている現状現状現状現状をどうをどうをどうをどう改善改善改善改善するのかするのかするのかするのか。。。。

((((4444)))) 子供子供子供子供のののの貧困率貧困率貧困率貧困率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭ではどうかではどうかではどうかではどうか。。。。

4444 高齢者福祉問題高齢者福祉問題高齢者福祉問題高齢者福祉問題についてについてについてについて

((((1111)))) 少子高齢社会少子高齢社会少子高齢社会少子高齢社会のののの今今今今、、、、４４４４人人人人にににに１１１１人人人人がががが65656565歳以上歳以上歳以上歳以上とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが気気気気になるのがになるのがになるのがになるのが介護問題介護問題介護問題介護問題やややや老人老人老人老人
ホームホームホームホームなどのなどのなどのなどの入所施設入所施設入所施設入所施設のののの問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。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へのへのへのへの入所基準入所基準入所基準入所基準がががが引引引引きききき上上上上げらげらげらげら
れるとれるとれるとれると、、、、そこからはじきそこからはじきそこからはじきそこからはじき出出出出されるされるされるされる人人人人はどこにはどこにはどこにはどこに行行行行けばいいのかけばいいのかけばいいのかけばいいのか。。。。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。。。。またまたまたまた現在入現在入現在入現在入
所待所待所待所待ちのちのちのちの人人人人はどれだけいるのかはどれだけいるのかはどれだけいるのかはどれだけいるのか。。。。

5555 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認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園へのへのへのへの助成助成助成助成についてについてについてについて
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((((1111)))) 防衛省防衛省防衛省防衛省はははは2014201420142014年度年度年度年度のののの予算概算要求予算概算要求予算概算要求予算概算要求のののの中中中中にににに米軍基地周辺米軍基地周辺米軍基地周辺米軍基地周辺のののの航空機騒音航空機騒音航空機騒音航空機騒音にににに対対対対するするするする国国国国のののの防防防防
音対策事業音対策事業音対策事業音対策事業としてとしてとしてとして認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園へのへのへのへの防音工事予算防音工事予算防音工事予算防音工事予算をををを要求要求要求要求したとのことだがしたとのことだがしたとのことだがしたとのことだが予算予算予算予算はははは幾幾幾幾らららら
かかかか。。。。

((((2222)))) 国国国国のののの防音工事助成防音工事助成防音工事助成防音工事助成のののの対象対象対象対象（（（（うるささうるささうるささうるささ指数指数指数指数75757575以上以上以上以上））））のののの騒音地域内騒音地域内騒音地域内騒音地域内にはにはにはには県県県県のののの調査調査調査調査でででで認可外認可外認可外認可外がががが
97979797園園園園あるとのことあるとのことあるとのことあるとのこと。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの「「「「認可外保育施設指導監督基準認可外保育施設指導監督基準認可外保育施設指導監督基準認可外保育施設指導監督基準」」」」をををを満満満満たしていたしていたしていたしてい
るのはるのはるのはるのは44444444カカカカ所所所所というというというという。。。。残残残残りのりのりのりの53535353カカカカ所所所所についてもについてもについてもについても早急早急早急早急にににに対応対応対応対応すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが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。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイからからからから出出出出るるるる低周波低周波低周波低周波のののの子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの医師不足解消医師不足解消医師不足解消医師不足解消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

((((1111)))) 医師不足医師不足医師不足医師不足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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地元琉球大学地元琉球大学地元琉球大学地元琉球大学のののの医学部医学部医学部医学部のののの学生学生学生学生のののの県内県内県内県内・・・・県外出身県外出身県外出身県外出身のののの数数数数はどれだけかはどれだけかはどれだけかはどれだけか。。。。

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの奨学資金奨学資金奨学資金奨学資金をををを受受受受けているけているけているけている医学生医学生医学生医学生、、、、またこれまでにまたこれまでにまたこれまでにまたこれまでに支援支援支援支援をををを受受受受けたけたけたけた医師医師医師医師はどれだけはどれだけはどれだけはどれだけ
かかかか。。。。

((((4444)))) 奨学資金奨学資金奨学資金奨学資金をををを受受受受けたけたけたけた医学生医学生医学生医学生のののの県立病院県立病院県立病院県立病院へのへのへのへの勤務義務勤務義務勤務義務勤務義務はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

((((5555)))) 琉球大学医学部琉球大学医学部琉球大学医学部琉球大学医学部からからからから県立病院県立病院県立病院県立病院へのへのへのへの医師医師医師医師のののの派遣状況派遣状況派遣状況派遣状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた民間中核病院民間中核病院民間中核病院民間中核病院へのへのへのへの派派派派
遣状況遣状況遣状況遣状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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

7777 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（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)))) ２２２２期目期目期目期目のののの総仕上総仕上総仕上総仕上げのげのげのげの次年度次年度次年度次年度にににに向向向向けたけたけたけた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いますいますいますいます。。。。公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げげげげ目標達成目標達成目標達成目標達成したしたしたした
政策政策政策政策はははは何何何何かかかか。。。。道半道半道半道半ばのばのばのばの政策政策政策政策はははは何何何何かかかか。。。。次年度次年度次年度次年度のののの重点政策重点政策重点政策重点政策、、、、課題課題課題課題はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートやややや夜間夜間夜間夜間のののの騒音防止協定騒音防止協定騒音防止協定騒音防止協定などなどなどなど米軍米軍米軍米軍のののの基地運用基地運用基地運用基地運用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知知知知
事事事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 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの追加配備追加配備追加配備追加配備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県民県民県民県民ががががオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回をををを求求求求めるめるめるめる中中中中、、、、さらにさらにさらにさらに11111111機機機機がががが追加配備追加配備追加配備追加配備されされされされ、、、、１１１１機機機機はははは欠陥機欠陥機欠陥機欠陥機なななな
のかまだのかまだのかまだのかまだ配備配備配備配備されていませんされていませんされていませんされていません。。。。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。。。。

ｲｲｲｲ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸にににに宜野湾市内宜野湾市内宜野湾市内宜野湾市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校などのなどのなどのなどの校庭校庭校庭校庭がががが想定想定想定想定されていることにつされていることにつされていることにつされていることにつ
いていていていて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの健康被害調査健康被害調査健康被害調査健康被害調査についてについてについてについて
　　　　2013201320132013年年年年８８８８月月月月４４４４日日日日のののの新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道にににに金武町中川区金武町中川区金武町中川区金武町中川区におにおにおにお住住住住いのいのいのいの男性男性男性男性のののの方方方方がががが「「「「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが飛飛飛飛
んでくるとんでくるとんでくるとんでくると心臓心臓心臓心臓にににに埋埋埋埋めめめめ込込込込んだんだんだんだ人工弁人工弁人工弁人工弁がががが震震震震ええええ、、、、脈脈脈脈がががが乱乱乱乱れるれるれるれる」」」」とととと体調被害体調被害体調被害体調被害をををを訴訴訴訴えていますえていますえていますえています。。。。
ほかにほかにほかにほかに被害被害被害被害のののの訴訴訴訴えはありませんかえはありませんかえはありませんかえはありませんか。。。。調査調査調査調査がががが必要必要必要必要とととと思思思思うがうがうがうが県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060救難救難救難救難ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプター機機機機のののの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 同機種同機種同機種同機種にににに放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質ののののストロンチウムストロンチウムストロンチウムストロンチウムがががが使使使使われていたというわれていたというわれていたというわれていたという新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県やややや村村村村
によるによるによるによる墜落現場墜落現場墜落現場墜落現場へのへのへのへの立入調査立入調査立入調査立入調査とととと結果結果結果結果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 宜野座村大川宜野座村大川宜野座村大川宜野座村大川ダムダムダムダムからのからのからのからの飲料水飲料水飲料水飲料水のののの取水取水取水取水についてについてについてについて、、、、追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 普天間基地及普天間基地及普天間基地及普天間基地及びびびびキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・キンザーキンザーキンザーキンザー周辺周辺周辺周辺のののの高濃度高濃度高濃度高濃度ＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題についてについてについてについて
　　　　８８８８月月月月20202020日日日日のののの新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道によるとによるとによるとによると普天間基地及普天間基地及普天間基地及普天間基地及びびびびキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・キンザーキンザーキンザーキンザー周辺周辺周辺周辺でででで確保確保確保確保されたされたされたされたマンマンマンマン
グースグースグースグースからからからから高濃度高濃度高濃度高濃度ののののＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢがががが検出検出検出検出されたとのされたとのされたとのされたとの記事記事記事記事があったががあったががあったががあったが、、、、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。。。。

((((4444)))) 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、、、、普天間地区返還普天間地区返還普天間地区返還普天間地区返還でのでのでのでの県県県県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
　　　　米軍住宅米軍住宅米軍住宅米軍住宅にはにはにはにはアスベストアスベストアスベストアスベストがががが使用使用使用使用されているとのことだがされているとのことだがされているとのことだがされているとのことだが、、、、そのそのそのその処理処理処理処理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。。。。

((((5555)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの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ついてについてについてについて
　　　　市市市市、、、、県県県県、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと調査結果調査結果調査結果調査結果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)))) 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についてについてについてについて
　　　　オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを配備配備配備配備するためのするためのするためのするための新新新新たなたなたなたな環境環境環境環境アセスアセスアセスアセス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。。。。そのそのそのその結果結果結果結果がががが出出出出るまるまるまるま
でのでのでのでの工事停止工事停止工事停止工事停止をををを求求求求めるのはめるのはめるのはめるのは正当正当正当正当だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 米軍基地内米軍基地内米軍基地内米軍基地内のごみのごみのごみのごみ処理処理処理処理についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 生活生活生活生活ごみはどのようにごみはどのようにごみはどのようにごみはどのように処理処理処理処理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。。。。

ｲｲｲｲ 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物はどのようにはどのようにはどのようにはどのように処理処理処理処理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。。。。

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 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普及普及普及についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ウチナーウチナーウチナーウチナーのののの歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 長寿県沖縄長寿県沖縄長寿県沖縄長寿県沖縄へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
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((((2222)))) 少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策についてについてについてについて
　　　　県県県県はははは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策定策定策定策定にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを始始始始めたようですがめたようですがめたようですがめたようですが、、、、そのそのそのそ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。。。。

5555 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

((((1111)))) 生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの県計画県計画県計画県計画についてについてについてについて

((((2222)))) 捨捨捨捨てててて犬犬犬犬、、、、捨捨捨捨てててて猫対策猫対策猫対策猫対策についてについてについてについて
　　　　ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル固有固有固有固有のののの野生生物野生生物野生生物野生生物をををを守守守守ろうとろうとろうとろうと、、、、大宜味大宜味大宜味大宜味、、、、国頭国頭国頭国頭、、、、東東東東３３３３村村村村ではではではでは猫猫猫猫のののの適正飼育適正飼育適正飼育適正飼育をををを条例条例条例条例でででで
定定定定めめめめ、、、、猫猫猫猫がふえすぎないようがふえすぎないようがふえすぎないようがふえすぎないよう去勢避妊手術去勢避妊手術去勢避妊手術去勢避妊手術をををを推進推進推進推進するするするする取取取取りりりり組組組組みがなされているようですみがなされているようですみがなされているようですみがなされているようです
がががが、、、、心無心無心無心無いいいい県民県民県民県民によるによるによるによる捨捨捨捨てててて猫猫猫猫、、、、捨捨捨捨てててて犬対策犬対策犬対策犬対策についてについてについてについて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 消費税引消費税引消費税引消費税引きききき上上上上げによるげによるげによるげ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そのとそのとそのとその対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 県県県県はははは農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物をををを活用活用活用活用したしたしたした付加価値付加価値付加価値付加価値のののの高高高高いいいい加工品開発加工品開発加工品開発加工品開発をををを支援支援支援支援するためするためするためするため「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄プレミアムアプレミアムアプレミアムアプレミアムア
カデミーカデミーカデミーカデミー」」」」をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。３３３３会揚会揚会揚会揚のののの参加者状況参加者状況参加者状況参加者状況とととと、、、、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うううう。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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30303030    日日日日((((月月月月))))
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

8888 17171717分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（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 ブラジルブラジルブラジルブラジル、、、、アルゼンチンアルゼンチンアルゼンチンアルゼンチン移民記念式典移民記念式典移民記念式典移民記念式典にににに参加参加参加参加してしてしてして

((((1111)))) 「「「「うちなうちなうちなうちな～～～～んんんん人人人人」」」」のののの誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって頑張頑張頑張頑張ってこられたってこられたってこられたってこられた方方方方々々々々をををを激励激励激励激励しししし、、、、そのそのそのその誇誇誇誇りをおりをおりをおりをお互互互互いにいにいにいに再確再確再確再確
認認認認するするするする成果成果成果成果があったがあったがあったがあった。。。。移民移民移民移民のののの苦難苦難苦難苦難のののの歴史歴史歴史歴史とととと、、、、県人県人県人県人がそのがそのがそのがその国国国国・・・・社会社会社会社会でででで果果果果たしているたしているたしているたしている役割役割役割役割をををを後後後後
世世世世にきちんとにきちんとにきちんとにきちんと伝伝伝伝えていくえていくえていくえていく母県母県母県母県のののの役割役割役割役割とととと交流交流交流交流・・・・激励事業激励事業激励事業激励事業のののの継続発展継続発展継続発展継続発展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)))) 若若若若いいいい人人人人たちにたちにたちにたちに「「「「うちなうちなうちなうちな～～～～んんんん人人人人」」」」としてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってもらうためのってもらうためのってもらうためのってもらうための活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組んでいたがんでいたがんでいたがんでいたが、、、、
沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの重要性重要性重要性重要性をををを実感実感実感実感したしたしたした。。。。県県県県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をみをみをみを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) アメリカアメリカアメリカアメリカのののの裏庭裏庭裏庭裏庭とととと呼呼呼呼ばれていたばれていたばれていたばれていた中南米中南米中南米中南米でででで、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ言言言言いなりからいなりからいなりからいなりから脱却脱却脱却脱却したしたしたした対等対等対等対等・・・・平等平等平等平等、、、、自主自主自主自主
独立独立独立独立へのへのへのへのダイナミックダイナミックダイナミックダイナミックなななな政治的政治的政治的政治的なななな変化変化変化変化がががが起起起起こっていることをこっていることをこっていることをこっていることを実感実感実感実感してきたしてきたしてきたしてきた。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを問問問問
うううう。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの軍事的植民地状態軍事的植民地状態軍事的植民地状態軍事的植民地状態からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法憲法憲法憲法でうたわれているでうたわれているでうたわれているでうたわれている「「「「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 41414141市町村長市町村長市町村長市町村長、、、、市町村議会議長市町村議会議長市町村議会議長市町村議会議長、、、、県議会議長県議会議長県議会議長県議会議長・・・・代表代表代表代表らららら連盟連盟連盟連盟のののの建白書建白書建白書建白書をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり、、、、オスプオスプオスプオスプ
レイレイレイレイのののの強行配備強行配備強行配備強行配備、、、、辺野古埋立申請強行辺野古埋立申請強行辺野古埋立申請強行辺野古埋立申請強行などはなどはなどはなどは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県というというというという一地方自治体一地方自治体一地方自治体一地方自治体をををを丸丸丸丸ごとごとごとごと切切切切りりりり
捨捨捨捨てててて、、、、憲法憲法憲法憲法のののの「「「「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」にににに反反反反したしたしたした、、、、まさにまさにまさにまさに米軍米軍米軍米軍のののの植民地扱植民地扱植民地扱植民地扱いではないかいではないかいではないかいではないか。。。。

ｳｳｳｳ 政府政府政府政府のののの圧力圧力圧力圧力にににに屈服屈服屈服屈服せずにせずにせずにせずに辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請をををを県民県民県民県民のののの総意総意総意総意にににに基基基基づききっぱりとづききっぱりとづききっぱりとづききっぱりと不承認不承認不承認不承認にににに
することこそすることこそすることこそすることこそ「「「「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」にのっとったものであるにのっとったものであるにのっとったものであるにのっとったものである。。。。知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設やややや一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金などのなどのなどのなどの振興策振興策振興策振興策とととと引引引引きかえにきかえにきかえにきかえに辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの承認承認承認承認をををを
迫迫迫迫っているとっているとっているとっていると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、、、、これこそこれこそこれこそこれこそ「「「「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」にににに反反反反するするするする最最最最たるものではなたるものではなたるものではなたるものではな
いかいかいかいか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

ｵｵｵｵ 日本日本日本日本のののの航空法航空法航空法航空法ではではではでは、、、、住宅上空住宅上空住宅上空住宅上空はははは300300300300メートルメートルメートルメートル以下以下以下以下のののの飛行及飛行及飛行及飛行及びびびび夜間夜間夜間夜間のののの無灯火飛行無灯火飛行無灯火飛行無灯火飛行はははは禁止禁止禁止禁止
されているのではないかされているのではないかされているのではないかされているのではないか。。。。航空法航空法航空法航空法にににに違反違反違反違反するするするするオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行実態飛行実態飛行実態飛行実態についてについてについてについて県県県県はどれはどれはどれはどれ
だけだけだけだけ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。。。。それがなぜそれがなぜそれがなぜそれがなぜ沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは傍若無人傍若無人傍若無人傍若無人にににに飛飛飛飛びびびび回回回回っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。知事知事知事知事はははは、、、、オオオオ
スプレイスプレイスプレイスプレイ等等等等のののの米軍機米軍機米軍機米軍機のののの住宅地上空住宅地上空住宅地上空住宅地上空のののの飛行飛行飛行飛行についてについてについてについて、、、、地位協定地位協定地位協定地位協定とかとかとかとか安保安保安保安保とかにとらわれとかにとらわれとかにとらわれとかにとらわれ
てててて犠牲犠牲犠牲犠牲をををを甘受甘受甘受甘受するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、「、「、「、「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」にににに立立立立ってってってって日本日本日本日本のののの法律法律法律法律をををを守守守守れとれとれとれと、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
県県県県のののの知事知事知事知事としてとしてとしてとして米軍米軍米軍米軍におにおにおにお願願願願いではなくいではなくいではなくいではなく堂堂堂堂々々々々とととと飛行禁止飛行禁止飛行禁止飛行禁止をををを通告通告通告通告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。。。。

((((2222)))) 米軍機米軍機米軍機米軍機、、、、米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリのののの事故事故事故事故、、、、墜落墜落墜落墜落についてについてについてについて、、、、事故原因事故原因事故原因事故原因をををを明明明明らかにするようにらかにするようにらかにするようにらかにするように県県県県とととと県民県民県民県民はははは求求求求めめめめ
続続続続けているがけているがけているがけているが、、、、米軍米軍米軍米軍はははは意識的意識的意識的意識的にににに明明明明らかにしていないのではないからかにしていないのではないからかにしていないのではないからかにしていないのではないか。。。。復帰後復帰後復帰後復帰後のののの事故及事故及事故及事故及びびびび墜墜墜墜
落落落落でででで事故原因事故原因事故原因事故原因がががが明明明明らかにされたのはらかにされたのはらかにされたのはらかにされたのは何件何件何件何件かかかか。。。。

((((3333)))) 米米米米ネバダネバダネバダネバダ州州州州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のののの墜落墜落墜落墜落はははは、、、、ボルテックスボルテックスボルテックスボルテックス・・・・リングリングリングリング・・・・ステートステートステートステート（ＶＲＳ）（ＶＲＳ）（ＶＲＳ）（ＶＲＳ）によるものではによるものではによるものではによるものでは
ないかないかないかないか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ででででＶＲＳＶＲＳＶＲＳＶＲＳがががが起起起起こったらこったらこったらこったら大惨事大惨事大惨事大惨事になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか。。。。

((((4444)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは沖縄発展沖縄発展沖縄発展沖縄発展のののの阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因であることについてであることについてであることについてであることについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県ののののＨＰＨＰＨＰＨＰでででで普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの返還返還返還返還でででで経済効果経済効果経済効果経済効果とととと雇用効果雇用効果雇用効果雇用効果についてについてについてについて、、、、３３３３万万万万2000200020002000人人人人のののの雇用増雇用増雇用増雇用増なななな
どがどがどがどが見込見込見込見込まれることがまれることがまれることがまれることが書書書書かれてなくかれてなくかれてなくかれてなく、、、、過小表記過小表記過小表記過小表記でありでありでありであり改改改改めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと指摘指摘指摘指摘したがしたがしたがしたが、、、、改善改善改善改善されされされされ
たかたかたかたか。。。。

ｳｳｳｳ 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のののの掲掲掲掲げるげるげるげる「「「「基地基地基地基地のないのないのないのない沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」をををを目指目指目指目指すためにもすためにもすためにもすためにも、、、、米軍基地返還後米軍基地返還後米軍基地返還後米軍基地返還後のののの経済経済経済経済
波及効果波及効果波及効果波及効果、、、、雇用効果等雇用効果等雇用効果等雇用効果等のののの試算試算試算試算をををを最新最新最新最新のののの指標指標指標指標でででで改改改改めてめてめてめて行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題基地問題基地問題基地問題をををを国連国連国連国連やややや米国社会米国社会米国社会米国社会、、、、日本全国日本全国日本全国日本全国にににに直接伝直接伝直接伝直接伝えるためにえるためにえるためにえるために、、、、国連事務総長国連事務総長国連事務総長国連事務総長やややや人人人人
権委員会権委員会権委員会権委員会にににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの実態実態実態実態をををを直接出向直接出向直接出向直接出向いていていていて訴訴訴訴えるかえるかえるかえるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは書簡書簡書簡書簡でででで訴訴訴訴えることもえることもえることもえることも含含含含めめめめ検討検討検討検討
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すべきすべきすべきすべき。。。。またまたまたまた、、、、県県県県がががが発行発行発行発行したしたしたした普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題ののののパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットのののの英語版英語版英語版英語版をををを各国各国各国各国のののの在京大使在京大使在京大使在京大使
館館館館にににに送付送付送付送付することとすることとすることとすることと、、、、今年今年今年今年１１１１月月月月のののの建白書建白書建白書建白書のののの内容内容内容内容でででで全国全国全国全国とととと米国新聞米国新聞米国新聞米国新聞へのへのへのへの意見広告意見広告意見広告意見広告をををを出出出出すこすこすこすこ
とについてとについてとについてとについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) ソソソソ連崩壊後連崩壊後連崩壊後連崩壊後、、、、世界世界世界世界のののの軍事同盟軍事同盟軍事同盟軍事同盟はははは解消方向解消方向解消方向解消方向にににに行行行行っているっているっているっている。。。。今今今今、、、、実質的実質的実質的実質的にににに機能機能機能機能しているのしているのしているのしているの
はははは、ＮＡＴＯ、、ＮＡＴＯ、、ＮＡＴＯ、、ＮＡＴＯ、日米日米日米日米、、、、米韓米韓米韓米韓、、、、米豪米豪米豪米豪のののの４４４４つのつのつのつの軍事同盟軍事同盟軍事同盟軍事同盟だけになっているだけになっているだけになっているだけになっている。。。。日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約、、、、日日日日
米同盟米同盟米同盟米同盟といえばといえばといえばといえば、、、、どんなどんなどんなどんな傍若無人傍若無人傍若無人傍若無人なことでもなことでもなことでもなことでも受受受受けけけけ入入入入れなければならないというようなれなければならないというようなれなければならないというようなれなければならないというような「「「「思考思考思考思考
停止停止停止停止」、」、」、」、金縛金縛金縛金縛りりりり状態状態状態状態からからからから脱却脱却脱却脱却すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても、「、「、「、「安保条約安保条約安保条約安保条約をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、平和友好条約平和友好条約平和友好条約平和友好条約
にににに切切切切りかえるりかえるりかえるりかえる」」」」というというというという主張主張主張主張にににに対対対対してもしてもしてもしても聞聞聞聞くくくく耳耳耳耳をををを持持持持たないたないたないたない、、、、門前払門前払門前払門前払いのいのいのいの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを改改改改めめめめ、、、、素直素直素直素直にににに議議議議
論論論論、、、、研究研究研究研究のののの対象対象対象対象にしてにしてにしてにして基地問題解決基地問題解決基地問題解決基地問題解決のののの方向方向方向方向をををを探求探求探求探求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。。。。

3333 雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題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非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用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、、、、全体全体全体全体、、、、若年者若年者若年者若年者、、、、男女別男女別男女別男女別、、、、産業別産業別産業別産業別のののの実態実態実態実態とととと正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用
をををを広広広広げるためのげるためのげるためのげるための課題課題課題課題とととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((2222)))) 保育士保育士保育士保育士、、、、介護士介護士介護士介護士のののの非正規率非正規率非正規率非正規率とととと平均月収平均月収平均月収平均月収はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をふやすためのをふやすためのをふやすためのをふやすための課題課題課題課題とととと取取取取りりりり組組組組
みについてみについてみについてみについて

4444 ブラックブラックブラックブラック企業企業企業企業についてについてについてについて
　　　　ブラックブラックブラックブラック企業企業企業企業とはとはとはとは何何何何かかかか、、、、県内県内県内県内でのでのでのでの実態実態実態実態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。。。。ブラックブラックブラックブラック企業対策企業対策企業対策企業対策でででで、、、、８８８８月月月月８８８８日日日日、、、、
厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省はははは全国全国全国全国でででで4000400040004000事業所事業所事業所事業所のののの立入調査立入調査立入調査立入調査をををを行行行行うとうとうとうと発表発表発表発表したがしたがしたがしたが、、、、県内県内県内県内ではどうなっているではどうなっているではどうなっているではどうなっている
かかかか。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度でのでのでのでの沖縄労働局沖縄労働局沖縄労働局沖縄労働局のののの立入調査立入調査立入調査立入調査とととと勧告勧告勧告勧告やややや是正是正是正是正などについてなどについてなどについてなどについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 モノレールモノレールモノレールモノレールのののの石嶺駅先行開通石嶺駅先行開通石嶺駅先行開通石嶺駅先行開通についてについてについてについて

6666 沖縄県不発弾対策条例沖縄県不発弾対策条例沖縄県不発弾対策条例沖縄県不発弾対策条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて
　　　　うるまうるまうるまうるま市市市市でででで不発弾不発弾不発弾不発弾のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄がががが見見見見つかったつかったつかったつかった。。。。再再再再びびびび事故事故事故事故をををを起起起起こさないためにもこさないためにもこさないためにもこさないためにも、、、、不発弾処理不発弾処理不発弾処理不発弾処理
事業事業事業事業のののの推進推進推進推進、、、、生命生命生命生命とととと財産財産財産財産をををを守守守守りりりり、、、、安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のためにのためにのためにのために行政機関行政機関行政機関行政機関のののの役割役割役割役割、、、、県民県民県民県民のののの協力協力協力協力などをなどをなどをなどを定定定定
めためためためた県条例県条例県条例県条例がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。現在現在現在現在、、、、総務企画委員会総務企画委員会総務企画委員会総務企画委員会においてにおいてにおいてにおいて議員提案議員提案議員提案議員提案でででで制定制定制定制定しようとしようとしようとしようと審議審議審議審議ささささ
れているがれているがれているがれているが、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても協力協力協力協力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。。。。

7777 温暖化防止対策温暖化防止対策温暖化防止対策温暖化防止対策についてについてについてについて
　　　　灼熱灼熱灼熱灼熱のののの沖縄沖縄沖縄沖縄でででで、、、、道路道路道路道路ののののアスファルトアスファルトアスファルトアスファルト舗装舗装舗装舗装がさらにがさらにがさらにがさらに温度温度温度温度をををを強烈強烈強烈強烈にににに上上上上げているげているげているげている。。。。遮熱性舗装遮熱性舗装遮熱性舗装遮熱性舗装にににに
切切切切りかえることについてりかえることについてりかえることについてりかえることについて。。。。またまたまたまた、、、、雨水雨水雨水雨水、、、、河川水河川水河川水河川水、、、、再生水再生水再生水再生水などでのなどでのなどでのなどでの散水散水散水散水やややや打打打打ちちちち水水水水などのなどのなどのなどの温度温度温度温度をををを
下下下下げるげるげるげる取取取取りりりり組組組組みなどのみなどのみなどのみなどの研究研究研究研究がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


