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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 29292929分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 米国防総省米国防総省米国防総省米国防総省はははは、、、、国防費国防費国防費国防費のののの削減削減削減削減にににに伴伴伴伴いいいい海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの規模規模規模規模をををを現行現行現行現行のののの19191919万万万万5000500050005000人人人人からからからから縮小縮小縮小縮小するするするする計計計計
画画画画をををを検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが、、、、ヘーゲルヘーゲルヘーゲルヘーゲル国防長官国防長官国防長官国防長官はははは、、、、15151515万人台万人台万人台万人台までまでまでまで削減削減削減削減するするするする可能性可能性可能性可能性にににに言及言及言及言及していしていしていしてい
るるるる。。。。本県本県本県本県のののの海兵隊再編海兵隊再編海兵隊再編海兵隊再編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、、、、県県県県のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの県外県外県外県外でのでのでのでの訓練実施訓練実施訓練実施訓練実施やややや2014201420142014年年年年６６６６月月月月にににに普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場ののののＫＣＫＣＫＣＫＣ130130130130空中給空中給空中給空中給
油機油機油機油機15151515機機機機をををを岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地にににに移駐移駐移駐移駐するするするする方針方針方針方針をををを示示示示しているしているしているしている。。。。本県本県本県本県のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減についてについてについてについて、、、、県県県県はどのはどのはどのはどの
ようにようにようにように評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの他県他県他県他県へのへのへのへの分散配置分散配置分散配置分散配置についてについてについてについて、、、、全国知事会全国知事会全国知事会全国知事会へのへのへのへの
要請要請要請要請をををを含含含含めめめめ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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部のののの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに関関関関しししし、、、、県県県県はははは、、、、名護市名護市名護市名護市などなどなどなど関係機関関係機関関係機関関係機関にににに対対対対しししし、、、、意見照会意見照会意見照会意見照会をををを行行行行ったったったった
がががが、、、、そのそのそのその回答回答回答回答のののの内容内容内容内容、、、、またまたまたまた、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局にににに対対対対するするするする31313131項目項目項目項目・・・・73737373問問問問のののの質問質問質問質問のののの回答回答回答回答についてについてについてについて、、、、２２２２
次質問次質問次質問次質問をしたをしたをしたをした理由理由理由理由とととと主主主主なななな項目等項目等項目等項目等、、、、そしてそしてそしてそして知事知事知事知事のののの判断時期判断時期判断時期判断時期についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、２２２２プラスプラスプラスプラス２２２２でででで、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設問題移設問題移設問題移設問題のののの推進推進推進推進をををを確認確認確認確認しししし、、、、外務外務外務外務・・・・防衛両大防衛両大防衛両大防衛両大
臣臣臣臣がががが来県来県来県来県しししし知事知事知事知事とととと会談会談会談会談したしたしたした。。。。会談会談会談会談のののの内容内容内容内容とととと両大臣両大臣両大臣両大臣がそろってがそろってがそろってがそろって来県来県来県来県したことのしたことのしたことのしたことの意味意味意味意味、、、、今後今後今後今後のののの
本県本県本県本県のののの基地負担基地負担基地負担基地負担のののの軽減軽減軽減軽減にどのようにつながるとにどのようにつながるとにどのようにつながるとにどのようにつながると考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 本県観光本県観光本県観光本県観光のののの将来展望将来展望将来展望将来展望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33333333年年年年におけるにおけるにおけるにおける本県観光本県観光本県観光本県観光はははは、、、、観光収入観光収入観光収入観光収入１１１１兆円兆円兆円兆円、、、、観光客観光客観光客観光客１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの県内消費額県内消費額県内消費額県内消費額10101010万万万万
円円円円、、、、入域観光客総数入域観光客総数入域観光客総数入域観光客総数1000100010001000万人万人万人万人をををを目標目標目標目標としているがとしているがとしているがとしているが、、、、それをそれをそれをそれを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき
本県観光本県観光本県観光本県観光のののの将来像将来像将来像将来像・・・・目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されたされたされたされた観光地観光地観光地観光地としてのとしてのとしてのとしてのイメージイメージイメージイメージをどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているいているいているいている
かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 観光客観光客観光客観光客１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額がががが伸伸伸伸びないびないびないびない要因要因要因要因としてとしてとしてとして、、、、ハワイハワイハワイハワイややややグアムグアムグアムグアム等等等等とのとのとのとの比較比較比較比較におにおにおにお
いていていていて、、、、本県観光本県観光本県観光本県観光にににに何何何何がががが不足不足不足不足しししし、、、、何何何何がががが問題問題問題問題なのかなのかなのかなのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県がががが検討検討検討検討しているしているしているしている、、、、２２２２万人収容万人収容万人収容万人収容のののの県内最大県内最大県内最大県内最大のののの大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備についてはについてはについてはについては、、、、早早早早くもくもくもくも
誘致誘致誘致誘致をををを求求求求めるめるめるめる市町村市町村市町村市町村のののの動動動動きがきがきがきが活発化活発化活発化活発化しているしているしているしている。。。。県県県県がががが計画計画計画計画しているしているしているしている施設施設施設施設のののの機能機能機能機能やややや運営等運営等運営等運営等
のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 2020202020202020年東京年東京年東京年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開催開催開催開催にににに向向向向けけけけ、、、、本県本県本県本県へのへのへのへの海外客誘致海外客誘致海外客誘致海外客誘致についてについてについてについて、、、、県県県県のののの戦略戦略戦略戦略とととと国国国国のののの
東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア観光客観光客観光客観光客をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとしたビザビザビザビザのののの発効要件緩和発効要件緩和発効要件緩和発効要件緩和のののの拡大拡大拡大拡大、、、、富裕層富裕層富裕層富裕層をををを限定限定限定限定にしたにしたにしたにした長期長期長期長期
滞在滞在滞在滞在ビザビザビザビザについてについてについてについて、、、、本県本県本県本県へのへのへのへの取取取取りりりり込込込込みをどうみをどうみをどうみをどう展開展開展開展開するかするかするかするか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 観光誘客観光誘客観光誘客観光誘客のためののためののためののための国際交流国際交流国際交流国際交流についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今月今月今月今月、、、、高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事のののの欧州視察欧州視察欧州視察欧州視察のののの目的目的目的目的とそのとそのとそのとその成果成果成果成果についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 今月今月今月今月、、、、世界的世界的世界的世界的ななななパリパリパリパリ百貨店役員一行百貨店役員一行百貨店役員一行百貨店役員一行がががが沖縄訪問沖縄訪問沖縄訪問沖縄訪問したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその目的目的目的目的はははは何何何何かかかか。。。。

ｳｳｳｳ ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯはははは、、、、観光観光観光観光・・・・工芸品工芸品工芸品工芸品・・・・食食食食にににに興味興味興味興味をををを持持持持ったようだがったようだがったようだがったようだが、、、、今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 来年来年来年来年のののの日本展日本展日本展日本展でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄をををを特別特別特別特別にににに取取取取りりりり上上上上げたいとのことだがげたいとのことだがげたいとのことだがげたいとのことだが、、、、県県県県はははは、、、、積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援すべきすべきすべきすべき
ではないかではないかではないかではないか。。。。

3333 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇那覇那覇那覇をををを発着発着発着発着するするするする慶良間慶良間慶良間慶良間、、、、伊江島路線伊江島路線伊江島路線伊江島路線、、、、石垣石垣石垣石垣をををを発着発着発着発着するするするする波照間波照間波照間波照間、、、、多良間路線多良間路線多良間路線多良間路線についてについてについてについて、、、、県県県県
はははは、、、、関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村、、、、航空会社等航空会社等航空会社等航空会社等とのとのとのとの協議協議協議協議をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、県県県県のののの支援内容支援内容支援内容支援内容によってはによってはによってはによっては、、、、就航就航就航就航
はははは可能可能可能可能とととと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島各島離島各島離島各島離島各島々々々々のののの、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的にににに受受受受けけけけ継継継継がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化やややや芸能芸能芸能芸能・・・・伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事などのなどのなどのなどの活用活用活用活用やややや自自自自
然然然然をををを生生生生かしたかしたかしたかしたエコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムエコツーリズムのののの推進推進推進推進などなどなどなど、、、、離島観光離島観光離島観光離島観光のののの振興振興振興振興についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを
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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島ののののガソリンガソリンガソリンガソリンなどなどなどなど石油価格軽減補助石油価格軽減補助石油価格軽減補助石油価格軽減補助についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、制度拡充制度拡充制度拡充制度拡充をををを図図図図っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその概概概概
要要要要とととと対象地域対象地域対象地域対象地域、、、、期間等期間等期間等期間等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける建設工事施工価格建設工事施工価格建設工事施工価格建設工事施工価格のののの割高割高割高割高についてについてについてについて、、、、関係業界関係業界関係業界関係業界はははは、、、、離島離島離島離島のののの実態実態実態実態にににに沿沿沿沿ったったったった単単単単
価価価価のののの設定設定設定設定をををを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、現状現状現状現状とととと県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風によるによるによるによる被害被害被害被害がががが相次相次相次相次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、23232323号号号号、、、、24242424号号号号そしてそしてそしてそして27272727号号号号によるによるによるによる農作物等農作物等農作物等農作物等へのへのへのへの被害被害被害被害につにつにつにつ
いていていていて、、、、そのそのそのその内訳内訳内訳内訳とととと県県県県のののの支援対策支援対策支援対策支援対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県産県産県産県産パイナップルパイナップルパイナップルパイナップルのののの収穫量収穫量収穫量収穫量がががが年年年年々々々々減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが、、、、台風台風台風台風などなどなどなど自然災害自然災害自然災害自然災害によるによるによるによる減産減産減産減産やややや安価安価安価安価
なななな外国産外国産外国産外国産がががが国内流通国内流通国内流通国内流通のののの９９９９割割割割をををを占占占占めているめているめているめている状況状況状況状況にににに対対対対するするするする対応対応対応対応とととと、、、、収穫量向上収穫量向上収穫量向上収穫量向上にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの
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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビはははは、、、、周年発生周年発生周年発生周年発生するするするする害虫害虫害虫害虫、、、、イネヨトウイネヨトウイネヨトウイネヨトウによるによるによるによる被害被害被害被害がががが問題問題問題問題となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、ここここ
れまでのれまでのれまでのれまでの県県県県のののの防除対策防除対策防除対策防除対策によるによるによるによる効果効果効果効果とととと根絶根絶根絶根絶にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県はははは、、、、亜熱帯亜熱帯亜熱帯亜熱帯・・・・島嶼性島嶼性島嶼性島嶼性にににに適合適合適合適合したしたしたした水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、つくりつくりつくりつくり育育育育てるてるてるてる漁業漁業漁業漁業をををを推進推進推進推進しししし
ているがているがているがているが、、、、そのそのそのその前提前提前提前提となるとなるとなるとなる水産業水産業水産業水産業のののの基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備はどのようにはどのようにはどのようにはどのように進進進進められているかめられているかめられているかめられているか、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
成果成果成果成果をををを含含含含めめめめ取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉がががが進進進進むむむむ中中中中でででで、、、、政府政府政府政府のののの産業競争力会議産業競争力会議産業競争力会議産業競争力会議でででで、、、、1970197019701970年代年代年代年代からからからから続続続続けられてきたけられてきたけられてきたけられてきた米米米米のののの生生生生
産調整産調整産調整産調整（（（（減産減産減産減産））））のののの見直見直見直見直しがしがしがしが提言提言提言提言されされされされ、、、、農水省農水省農水省農水省はははは、、、、見直見直見直見直しをしをしをしを検討検討検討検討するするするする方針方針方針方針をををを決決決決めたようだめたようだめたようだめたようだ
がががが、、、、本県米農家本県米農家本県米農家本県米農家へのへのへのへの影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉のののの動向動向動向動向やややや国国国国のののの対応対応対応対応がががが注目注目注目注目されているがされているがされているがされているが、、、、本県農水産業本県農水産業本県農水産業本県農水産業のののの保護保護保護保護をををを図図図図るためるためるためるため、、、、県県県県
のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況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、、、、交渉交渉交渉交渉がががが最終局面最終局面最終局面最終局面をををを迎迎迎迎えるえるえるえる中中中中、、、、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
とととと見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 陸上交通網陸上交通網陸上交通網陸上交通網のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、2020202020202020年年年年３３３３月末工事着工月末工事着工月末工事着工月末工事着工をををを想定想定想定想定しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、路線計路線計路線計路線計
画画画画やややや公共交通公共交通公共交通公共交通のののの再編再編再編再編などなどなどなど多多多多くのくのくのくの課題課題課題課題のののの解決解決解決解決やややや具体的具体的具体的具体的なななな作業作業作業作業にににに入入入入るためのるためのるためのるための事業工程表事業工程表事業工程表事業工程表のののの
策定策定策定策定などなどなどなど、、、、今後今後今後今後、、、、７７７７年年年年でどのようにでどのようにでどのようにでどのように進進進進めていくかめていくかめていくかめていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 対象対象対象対象ルートルートルートルートについてについてについてについて、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府はははは、、、、名護名護名護名護――――糸満間糸満間糸満間糸満間にににに30303030駅駅駅駅、、、、支線支線支線支線としてとしてとしてとして本部本部本部本部、、、、南城南城南城南城、、、、八重瀬八重瀬八重瀬八重瀬、、、、
那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港とつなぐとつなぐとつなぐとつなぐ案案案案となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県案県案県案県案はははは、、、、名護名護名護名護――――那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港をををを13131313駅駅駅駅でででで結結結結ぶぶぶぶ一本一本一本一本のののの軸線軸線軸線軸線だだだだ
けとなっているけとなっているけとなっているけとなっている。。。。県民県民県民県民のののの足足足足のののの便便便便をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でででで、、、、支線支線支線支線もももも必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 沖縄都市沖縄都市沖縄都市沖縄都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの浦添延長浦添延長浦添延長浦添延長についてはについてはについてはについては、、、、首里駅首里駅首里駅首里駅からからからから浦西駅浦西駅浦西駅浦西駅（（（（仮称仮称仮称仮称））））までのまでのまでのまでの全体延長全体延長全体延長全体延長
のののの就業開始就業開始就業開始就業開始をををを2019201920192019年年年年にににに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、、、、石嶺駅石嶺駅石嶺駅石嶺駅（（（（仮称仮称仮称仮称））））までのまでのまでのまでの先行開業先行開業先行開業先行開業についてについてについてについて、、、、県県県県
のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県のののの地域公共交通総合計画地域公共交通総合計画地域公共交通総合計画地域公共交通総合計画にににに基基基基づくづくづくづく、、、、バスレーンバスレーンバスレーンバスレーン規制規制規制規制がががが関係機関関係機関関係機関関係機関のののの意見意見意見意見がまとまらずがまとまらずがまとまらずがまとまらず先先先先
行行行行きききき不透明不透明不透明不透明とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、定時定時定時定時・・・・定速定速定速定速をををを目指目指目指目指すすすす基幹基幹基幹基幹バスバスバスバスのののの導入導入導入導入にににに影響影響影響影響しないかしないかしないかしないか、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((5555)))) 2011201120112011年度年度年度年度からからからから実施実施実施実施してきたしてきたしてきたしてきた、ＥＶ、ＥＶ、ＥＶ、ＥＶバスバスバスバス開発開発開発開発・・・・実証運用事業実証運用事業実証運用事業実証運用事業についてについてについてについて、、、、本年度本年度本年度本年度でででで終了終了終了終了するするするする理理理理
由由由由とととと当初目標当初目標当初目標当初目標をををを３３３３年間年間年間年間でどのでどのでどのでどの程度達成程度達成程度達成程度達成できたかできたかできたかできたか。。。。またまたまたまた、、、、本格的本格的本格的本格的にににに普及普及普及普及させるためのさせるためのさせるためのさせるための課題課題課題課題
やややや問題点等問題点等問題点等問題点等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 会計検査院会計検査院会計検査院会計検査院のののの調査調査調査調査でででで、、、、県内県内県内県内のののの小中高校小中高校小中高校小中高校などのなどのなどのなどの教育施設教育施設教育施設教育施設のののの耐震化率耐震化率耐震化率耐震化率はははは、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均をををを下下下下
回回回回っているようだがっているようだがっているようだがっているようだが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とととと取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 地震地震地震地震などのなどのなどのなどの災害災害災害災害のののの際際際際、、、、学校学校学校学校はははは避難場所避難場所避難場所避難場所となるがとなるがとなるがとなるが、、、、震度震度震度震度６６６６程度程度程度程度のののの地震地震地震地震でででで倒壊倒壊倒壊倒壊するおそれのするおそれのするおそれのするおそれの
あるあるあるある学校施設学校施設学校施設学校施設がががが避難場所避難場所避難場所避難場所にににに指定指定指定指定されていることはないかされていることはないかされていることはないかされていることはないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) いじめいじめいじめいじめ防止対策推進法防止対策推進法防止対策推進法防止対策推進法のののの成立成立成立成立でででで、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会やややや学校学校学校学校にににに調査組織調査組織調査組織調査組織のののの設置設置設置設置をををを義務付義務付義務付義務付けたけたけたけた中中中中
でででで、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省はははは、、、、いじめいじめいじめいじめ防止防止防止防止のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、重大重大重大重大ないじめをないじめをないじめをないじめを担当担当担当担当するするするする附属機関附属機関附属機関附属機関
のののの設置設置設置設置をををを地方地方地方地方にににに求求求求めるめるめるめる方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とととと全国一律全国一律全国一律全国一律のののの方策方策方策方策でででで本県本県本県本県のののの対応対応対応対応はははは可能可能可能可能
であるかであるかであるかであるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは、、、、ネットネットネットネット犯罪犯罪犯罪犯罪へのへのへのへの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの関与関与関与関与をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム
をををを発足発足発足発足させたがさせたがさせたがさせたが、、、、そのそのそのその構成構成構成構成メンバーメンバーメンバーメンバーとととと各学校各学校各学校各学校やややや教員向教員向教員向教員向けのけのけのけのガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインのののの内容内容内容内容、、、、県警県警県警県警やややや関関関関
係行政機関係行政機関係行政機関係行政機関、、、、保護者等保護者等保護者等保護者等とのとのとのとの連携連携連携連携はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われるかわれるかわれるかわれるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは、、、、県立県立県立県立のののの高校高校高校高校やややや特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校などでなどでなどでなどで使使使使うううう教科書教科書教科書教科書のののの決定決定決定決定をををを教育長教育長教育長教育長にににに委委委委ねねねね
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ることをることをることをることを決決決決めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とととと法律法律法律法律のののの定定定定めめめめ、、、、他県他県他県他県のののの状況等状況等状況等状況等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの生活実態調査生活実態調査生活実態調査生活実態調査についてについてについてについて、、、、調査対象調査対象調査対象調査対象とととと結果結果結果結果のののの総括総括総括総括、、、、過剰過剰過剰過剰なななな部活動部活動部活動部活動とととと学習時間学習時間学習時間学習時間
へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されていることについてのされていることについてのされていることについてのされていることについての県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは、、、、国国国国からからからから竹富町教育委員会竹富町教育委員会竹富町教育委員会竹富町教育委員会にににに是正要求是正要求是正要求是正要求するようするようするようするよう指示指示指示指示されていたされていたされていたされていた件件件件につにつにつにつ
いていていていて、、、、是正要求是正要求是正要求是正要求はせずはせずはせずはせず継続協議継続協議継続協議継続協議することとなったようだがすることとなったようだがすることとなったようだがすることとなったようだが、、、、協議協議協議協議のののの内容内容内容内容とととと国国国国のののの要求要求要求要求のののの妥当妥当妥当妥当
性性性性についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 学力向上推進室学力向上推進室学力向上推進室学力向上推進室をををを設置設置設置設置してのしてのしてのしての学力向上学力向上学力向上学力向上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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 28282828分分分分 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 中国中国中国中国のののの防空識別圏設定防空識別圏設定防空識別圏設定防空識別圏設定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 中国政府中国政府中国政府中国政府はははは、、、、日本日本日本日本がががが既既既既にににに設定設定設定設定しているしているしているしている防空識別圏防空識別圏防空識別圏防空識別圏とととと重重重重なるようになるようになるようになるように、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを含含含含むむむむ東東東東シシシシ
ナナナナ海海海海にににに防空識別圏防空識別圏防空識別圏防空識別圏をををを設定設定設定設定したとしたとしたとしたと発表発表発表発表しているしているしているしている。。。。戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの緊急発進緊急発進緊急発進緊急発進（（（（スクランブルスクランブルスクランブルスクランブル））））のののの基基基基
準準準準になるだけにになるだけにになるだけにになるだけに、、、、日中日中日中日中のののの緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係をををを一層高一層高一層高一層高めるおそれがあるめるおそれがあるめるおそれがあるめるおそれがある。。。。県県県県のののの認識認識認識認識とととと本県関係本県関係本県関係本県関係のののの
航空機航空機航空機航空機へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めめめめ・・・・日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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締結締結締結締結をををを受受受受けけけけ、、、、県内漁業者県内漁業者県内漁業者県内漁業者とととと台湾側台湾側台湾側台湾側とのとのとのとの操業操業操業操業ルールルールルールルール策定等策定等策定等策定等にににに向向向向けたけたけたけた意意意意
見交換見交換見交換見交換のののの進展状況進展状況進展状況進展状況とととと政府政府政府政府のののの台湾側台湾側台湾側台湾側とのとのとのとの協議協議協議協議についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海でのでのでのでの中国中国中国中国ののののサンゴサンゴサンゴサンゴ密漁船密漁船密漁船密漁船のののの取取取取りりりり締締締締まりについてまりについてまりについてまりについて、、、、日中間日中間日中間日中間でででで協力協力協力協力してしてしてして通報体制通報体制通報体制通報体制
をををを構築構築構築構築することですることですることですることで合意合意合意合意したがしたがしたがしたが、、、、県内漁業者県内漁業者県内漁業者県内漁業者のののの懸念懸念懸念懸念はははは解消解消解消解消されるにされるにされるにされるに至至至至っていないっていないっていないっていない。。。。県県県県のののの認認認認
識識識識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設移設移設移設にににに係係係係るるるる辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部のののの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請についてについてについてについて、、、、知事判断知事判断知事判断知事判断がががが注目注目注目注目されるされるされるされる
中中中中、、、、承認承認承認承認するするするする・・・・しないのほかしないのほかしないのほかしないのほか、、、、そのそのそのその中間中間中間中間もあるともあるともあるともあると発言発言発言発言しているがしているがしているがしているが、、、、発言発言発言発言のののの真意真意真意真意とととと中間中間中間中間とはとはとはとは何何何何
をををを意味意味意味意味するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 日米合意日米合意日米合意日米合意でででで米軍米軍米軍米軍ホテルホテルホテルホテル・・・・ホテルホテルホテルホテル訓練区域訓練区域訓練区域訓練区域のののの一部一部一部一部がががが解除解除解除解除されるがされるがされるがされるが、、、、解除区域解除区域解除区域解除区域やややや操業操業操業操業につにつにつにつ
いてはいてはいてはいては明明明明らかとなっていないらかとなっていないらかとなっていないらかとなっていない。。。。詳細詳細詳細詳細にににに関関関関しししし県県県県はははは情報情報情報情報をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの運用見直運用見直運用見直運用見直しではしではしではしでは、、、、過重過重過重過重なななな基地負担基地負担基地負担基地負担のののの軽減軽減軽減軽減にににに効果効果効果効果はははは見見見見られなられなられなられな
いことからいことからいことからいことから、、、、地位協定地位協定地位協定地位協定のののの条項条項条項条項のののの改定改定改定改定がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。返還施設返還施設返還施設返還施設・・・・区域区域区域区域へのへのへのへの立立立立ちちちち入入入入りをりをりをりを認認認認めためためためた
環境条項環境条項環境条項環境条項のののの追加追加追加追加についてについてについてについて、、、、交渉交渉交渉交渉のののの進展状況進展状況進展状況進展状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地にににに常駐常駐常駐常駐しているしているしているしている特殊作戦群特殊作戦群特殊作戦群特殊作戦群ははははエリアエリアエリアエリア開発事業開発事業開発事業開発事業としてとしてとしてとして、、、、格納庫格納庫格納庫格納庫のののの増設増設増設増設などなどなどなど新新新新たたたた
なななな施設施設施設施設のののの建設建設建設建設をををを計画計画計画計画しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、2014201420142014年年年年からからからから2016201620162016年年年年までにまでにまでにまでに空軍仕様空軍仕様空軍仕様空軍仕様のののの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とのとのとのとの関連関連関連関連もももも懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府がががが地域地域地域地域をををを限限限限ってってってって規制規制規制規制をををを大胆大胆大胆大胆にににに緩和緩和緩和緩和するするするする国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区をををを検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県はははは、、、、３３３３つつつつ
ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで７７７７件件件件のののの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ応募応募応募応募しているしているしているしている。。。。応募応募応募応募のののの狙狙狙狙いといといといと調整調整調整調整のののの進展状況進展状況進展状況進展状況
についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる経済成長経済成長経済成長経済成長をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、臨空臨空臨空臨空・・・・臨港型産業臨港型産業臨港型産業臨港型産業のののの集積集積集積集積がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、国際貨国際貨国際貨国際貨
物物物物ハブハブハブハブ事業事業事業事業とのとのとのとの連携連携連携連携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りりりり、、、、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のののの形成形成形成形成につなげていにつなげていにつなげていにつなげてい
くかくかくかくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 臨空臨空臨空臨空・・・・臨港型産業臨港型産業臨港型産業臨港型産業（（（（国際物流拠点産業国際物流拠点産業国際物流拠点産業国際物流拠点産業））））のののの集積集積集積集積はははは、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける新新新新たなたなたなたなリーディングリーディングリーディングリーディング産業産業産業産業
のののの創設創設創設創設とととと那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港、、、、那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾やややや中城港湾中城港湾中城港湾中城港湾のののの国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力をををを向上向上向上向上させさせさせさせ、、、、県経済県経済県経済県経済のののの自立自立自立自立をををを図図図図
ることにあるがることにあるがることにあるがることにあるが、、、、そのそのそのその基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備をををを図図図図るためるためるためるため、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画10101010年間年間年間年間でででで、、、、どのようなどのようなどのようなどのような
施策施策施策施策をををを具体的具体的具体的具体的にににに展開展開展開展開するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内ではではではでは、、、、過去最大級過去最大級過去最大級過去最大級のののの大型国際商談会大型国際商談会大型国際商談会大型国際商談会のののの沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会プレプレプレプレ交易会交易会交易会交易会がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、中中中中
国国国国、、、、香港香港香港香港などなどなどなど、、、、海外海外海外海外からからからから16161616カカカカ国国国国・・・・79797979社社社社、、、、国内国内国内国内23232323社社社社ののののバイヤーバイヤーバイヤーバイヤーがががが参加参加参加参加しししし、、、、大盛況大盛況大盛況大盛況をおさめたをおさめたをおさめたをおさめた
ようであるようであるようであるようである。。。。開催開催開催開催のののの意義意義意義意義とととと今後今回今後今回今後今回今後今回のののの成果成果成果成果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 来年来年来年来年４４４４月月月月からからからから消費税消費税消費税消費税がががが５５５５％％％％からからからから８８８８％％％％にににに引引引引きききき上上上上げられることにげられることにげられることにげられることに伴伴伴伴いいいい、、、、政府政府政府政府はははは、、、、地方地方地方地方のののの公共料公共料公共料公共料
金金金金へのへのへのへの適正範囲適正範囲適正範囲適正範囲でのでのでのでの増税分増税分増税分増税分のののの上乗上乗上乗上乗せをせをせをせを通知通知通知通知したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、県内経済県内経済県内経済県内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
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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 県県県県はははは、、、、今後今後今後今後のののの組織編成組織編成組織編成組織編成のののの基本的基本的基本的基本的なななな指針指針指針指針となるとなるとなるとなる、、、、沖縄県組織沖縄県組織沖縄県組織沖縄県組織ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを策定策定策定策定したがしたがしたがしたが、、、、これまこれまこれまこれま
でのでのでのでの県組織編成県組織編成県組織編成県組織編成のどこにのどこにのどこにのどこに課題課題課題課題がありがありがありがあり、、、、何何何何をををを反省点反省点反省点反省点としてとしてとしてとして新新新新たなたなたなたなビジョンビジョンビジョンビジョンをををを策定策定策定策定したかしたかしたかしたか。。。。まままま
たたたた、、、、そのそのそのその目的目的目的目的、、、、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とのとのとのとの関連関連関連関連、、、、行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革とのとのとのとの整合性等整合性等整合性等整合性等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 県内空港県内空港県内空港県内空港のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて

((((1111)))) 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にににに係係係係るるるる公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請についてについてについてについて、、、、審査審査審査審査のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後ののののスケスケスケスケ
ジュールジュールジュールジュールについてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港はははは、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡもももも2014201420142014年度年度年度年度からからからから撤退撤退撤退撤退することがすることがすることがすることが明明明明らかとなりらかとなりらかとなりらかとなり、、、、空港空港空港空港のののの維持管理維持管理維持管理維持管理がががが難難難難
しくなったしくなったしくなったしくなった。。。。次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降のののの利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港とのとのとのとの一元化一元化一元化一元化についてについてについてについて、、、、県県県県のののの
考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬははははグアムグアムグアムグアムでででで訓練訓練訓練訓練をををを再開再開再開再開しししし、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡもももも他他他他のののの訓練場所訓練場所訓練場所訓練場所をををを検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、グアムグアムグアムグアムなどなどなどなど
にににに比比比比べべべべ距離的距離的距離的距離的にににに下地島下地島下地島下地島がががが不利不利不利不利とはとはとはとは思思思思えないえないえないえない中中中中でででで、、、、撤退撤退撤退撤退をををを決決決決めるめるめるめる背景背景背景背景にににに何何何何があるかがあるかがあるかがあるか。。。。単単単単にににに
費用費用費用費用のののの問題問題問題問題だけがだけがだけがだけが要因要因要因要因かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは、、、、那覇空港内那覇空港内那覇空港内那覇空港内にににに航空機整備基地建設航空機整備基地建設航空機整備基地建設航空機整備基地建設にににに向向向向けけけけ、、、、調査調査調査調査をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、懸案懸案懸案懸案のののの用地確用地確用地確用地確
保保保保のののの見通見通見通見通しがつきしがつきしがつきしがつき基本設計基本設計基本設計基本設計のののの公募公募公募公募をををを始始始始めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、計画計画計画計画のののの概要概要概要概要とととと運営主体運営主体運営主体運営主体、、、、国国国国とのとのとのとの調調調調
整整整整のののの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 伊平屋空港建設伊平屋空港建設伊平屋空港建設伊平屋空港建設についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、当初当初当初当初のののの計画計画計画計画からからからから滑走路滑走路滑走路滑走路のののの長長長長さをさをさをさを短縮短縮短縮短縮するするするする考考考考えのようだえのようだえのようだえのようだ
がががが、、、、航空機航空機航空機航空機のののの離着陸離着陸離着陸離着陸のののの安全性安全性安全性安全性のののの確保確保確保確保とととと環境保全環境保全環境保全環境保全とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性、、、、供用開始供用開始供用開始供用開始までのまでのまでのまでのスケジュースケジュースケジュースケジュー
ルルルルをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 県内産業県内産業県内産業県内産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 県産品県産品県産品県産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大はははは県内企業県内企業県内企業県内企業のののの活性化活性化活性化活性化やややや本県本県本県本県のののの特産物開発促進特産物開発促進特産物開発促進特産物開発促進をををを図図図図るるるる上上上上でででで重要重要重要重要であであであであ
るがるがるがるが、、、、国内外国内外国内外国内外でのでのでのでの物産展物産展物産展物産展のののの開催開催開催開催をををを含含含含めめめめ県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県エネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンにににに基基基基づきづきづきづき、、、、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普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大とととと地産地消地産地消地産地消地産地消
をををを推進推進推進推進しているがしているがしているがしているが、、、、現在策定中現在策定中現在策定中現在策定中のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県エネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョン・・・・アクションプランアクションプランアクションプランアクションプランについてについてについてについて、、、、
そのそのそのその具体的具体的具体的具体的なななな目標目標目標目標とととと国国国国がががが策定策定策定策定をををを進進進進めているめているめているめている新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー基本計画基本計画基本計画基本計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をどうをどうをどうをどう図図図図るるるる
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 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うるまうるまうるまうるま地区地区地区地区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企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの実績実績実績実績とととと今後期待今後期待今後期待今後期待
されるされるされるされる新規企業新規企業新規企業新規企業のののの立地立地立地立地、、、、県内産業県内産業県内産業県内産業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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パークパークパークパークではではではでは、、、、民間資金民間資金民間資金民間資金をををを活用活用活用活用してしてしてしてＩＴＩＴＩＴＩＴ企業企業企業企業のののの誘致誘致誘致誘致をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、企業集積施設企業集積施設企業集積施設企業集積施設
第第第第２２２２号棟整備号棟整備号棟整備号棟整備のののの進進進進状況状況状況状況とととと立地企業立地企業立地企業立地企業のののの活動状況活動状況活動状況活動状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは、、、、バイオバイオバイオバイオ産業産業産業産業をををを振興振興振興振興しそのしそのしそのしその集積集積集積集積をををを図図図図るためるためるためるため、、、、先端医療産業開発拠点形成事業先端医療産業開発拠点形成事業先端医療産業開発拠点形成事業先端医療産業開発拠点形成事業をををを進進進進
めているがめているがめているがめているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおけるバイオバイオバイオバイオ産業産業産業産業のののの現状現状現状現状とととと経緯経緯経緯経緯、、、、拠点形成拠点形成拠点形成拠点形成をどのようにをどのようにをどのようにをどのようにイメージイメージイメージイメージしてしてしてして
いるかいるかいるかいるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 本県本県本県本県のののの雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢のののの改善改善改善改善とととと求職者求職者求職者求職者やややや事業者事業者事業者事業者にににに対対対対しししし生活相談生活相談生活相談生活相談、、、、就職就職就職就職などなどなどなど幅広幅広幅広幅広いいいい支援支援支援支援をををを行行行行
うううう、、、、総合就職支援拠点総合就職支援拠点総合就職支援拠点総合就職支援拠点（（（（グッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターおきなわおきなわおきなわおきなわ））））についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績とととと今後今後今後今後のののの
活動方針等活動方針等活動方針等活動方針等、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから県県県県がががが実施実施実施実施しているしているしているしている、、、、県内企業雇用環境改善支援事業県内企業雇用環境改善支援事業県内企業雇用環境改善支援事業県内企業雇用環境改善支援事業についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成成成成
果果果果とととと今回創設今回創設今回創設今回創設するするするする人材育成企業認証制度人材育成企業認証制度人材育成企業認証制度人材育成企業認証制度のののの狙狙狙狙いいいい、、、、雇用改善雇用改善雇用改善雇用改善へのへのへのへの効果効果効果効果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。。。。

((((8888)))) （（（（財財財財））））沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策センターセンターセンターセンターのののの財政状況財政状況財政状況財政状況はははは厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを増増増増しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての支支支支
援援援援をををを含含含含めためためためた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 去去去去るるるる10101010月月月月１１１１日日日日にににに、、、、消費税転嫁対策特別措置法消費税転嫁対策特別措置法消費税転嫁対策特別措置法消費税転嫁対策特別措置法がががが施行施行施行施行されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴いいいい、、、、県県県県やややや市町村市町村市町村市町村におにおにおにお
いていていていて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが求求求求められているかめられているかめられているかめられているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((10101010))))県県県県はははは、、、、沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海のののの豊富豊富豊富豊富なななな海洋資源海洋資源海洋資源海洋資源のののの現状現状現状現状やややや将来将来将来将来におけるにおけるにおけるにおける海底資源開発海底資源開発海底資源開発海底資源開発のののの支援拠点形支援拠点形支援拠点形支援拠点形
成成成成のののの可能性等可能性等可能性等可能性等についてについてについてについて、、、、調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するがするがするがするが、、、、調査調査調査調査にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方やややや方法方法方法方法、、、、県県県県
産業産業産業産業・・・・経済経済経済経済へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているかいているかいているかいているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童をををを含含含含めためためためた約約約約9000900090009000人人人人のののの待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けけけけ、、、、実施主体実施主体実施主体実施主体であるであるであるである市町市町市町市町
村村村村のののの行行行行うううう待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策のののの支援支援支援支援をををを具体化具体化具体化具体化するためするためするためするため、、、、基金基金基金基金をををを設置設置設置設置することとしているすることとしているすることとしているすることとしている。。。。基金設基金設基金設基金設
置置置置のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方とととと市町村支援市町村支援市町村支援市町村支援でででで具体的具体的具体的具体的にににに実施実施実施実施するするするする事業等事業等事業等事業等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所にににに対対対対するするするする防音対策事業防音対策事業防音対策事業防音対策事業についてについてについてについて、、、、認可外保育施設指導監督認可外保育施設指導監督認可外保育施設指導監督認可外保育施設指導監督
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基準基準基準基準をををを満満満満たしたたしたたしたたした施設施設施設施設をををを対象対象対象対象とするとするとするとする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、本県本県本県本県のののの要求要求要求要求はははは全全全全てのてのてのての施設施設施設施設へのへのへのへの補助補助補助補助でででで
あるあるあるある。。。。防衛省防衛省防衛省防衛省からのからのからのからの回答回答回答回答とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、公立公立公立公立・・・・認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ面積面積面積面積でででで国国国国のののの基準基準基準基準をををを誤誤誤誤ってってってって解釈解釈解釈解釈したしたしたした問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、解解解解
釈釈釈釈をををを誤誤誤誤ったったったった理由理由理由理由とととと影響影響影響影響のののの程度程度程度程度、、、、是正是正是正是正したしたしたした場合場合場合場合のののの各保育所各保育所各保育所各保育所にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響にについてにについてにについてにについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

7777 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉・・・・医療医療医療医療のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける産科産科産科産科・・・・小児科等小児科等小児科等小児科等のののの医師確保医師確保医師確保医師確保をををを図図図図るためるためるためるため、、、、産科医師養成産科医師養成産科医師養成産科医師養成などなどなどなど、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま
なななな施策施策施策施策をををを展開展開展開展開しているがしているがしているがしているが、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画10101010年年年年でででで実施実施実施実施するするするする、、、、産科産科産科産科・・・・小児科医師小児科医師小児科医師小児科医師
等等等等、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院のののの医師確保計画医師確保計画医師確保計画医師確保計画についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地のののの医師不足医師不足医師不足医師不足をををを解消解消解消解消しししし、、、、安定的安定的安定的安定的なななな確保確保確保確保をををを図図図図るためるためるためるため、、、、県県県県とととと琉球大学附属病院等琉球大学附属病院等琉球大学附属病院等琉球大学附属病院等がががが
協力協力協力協力してしてしてして地域医療支援地域医療支援地域医療支援地域医療支援センターセンターセンターセンター設立設立設立設立をををを検討検討検討検討しているとしているとしているとしていると言言言言うことだがうことだがうことだがうことだが、、、、新組織新組織新組織新組織のののの概要概要概要概要とととと具体具体具体具体
的的的的なななな事業内容事業内容事業内容事業内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 新県立八重山病院建設新県立八重山病院建設新県立八重山病院建設新県立八重山病院建設にににに向向向向けけけけ、、、、検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会におけるにおけるにおけるにおける議論議論議論議論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、、、、議論議論議論議論のののの
進進進進状況状況状況状況とととと救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制、、、、産科産科産科産科・・・・小児科医療体制小児科医療体制小児科医療体制小児科医療体制、、、、観光客観光客観光客観光客へのへのへのへの対応対応対応対応などなどなどなど、、、、八重山地域八重山地域八重山地域八重山地域
におけるにおけるにおけるにおける基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてのとしてのとしてのとしての運営方針等運営方針等運営方針等運営方針等、、、、基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが導入導入導入導入をををを進進進進めているめているめているめている、、、、重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設についてについてについてについて、、、、同施設導入同施設導入同施設導入同施設導入によりによりによりにより県内医療県内医療県内医療県内医療はどうはどうはどうはどう
変変変変わるかわるかわるかわるか。。。。またまたまたまた、、、、他県他県他県他県におけるにおけるにおけるにおける導入導入導入導入のののの状況状況状況状況とととと財源財源財源財源のののの確保確保確保確保、、、、採算性採算性採算性採算性、、、、運営主体運営主体運営主体運営主体はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 北部病院北部病院北部病院北部病院とととと北部地区医師会病院北部地区医師会病院北部地区医師会病院北部地区医師会病院をををを併合併合併合併合したしたしたした基幹病院設立基幹病院設立基幹病院設立基幹病院設立についてについてについてについて、、、、県県県県のののの基本方針基本方針基本方針基本方針とととと進進進進
めているめているめているめている取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 16161616分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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)))) 自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連がががが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辺野古移設容認辺野古移設容認辺野古移設容認辺野古移設容認をををを決決決決めたことにめたことにめたことにめたことに、、、、琉球新報琉球新報琉球新報琉球新報はははは11111111月月月月
28282828日日日日のののの社説社説社説社説でででで「「「「県連公約撤回県連公約撤回県連公約撤回県連公約撤回　　　　民意民意民意民意をををを裏切裏切裏切裏切るるるる行為行為行為行為だだだだ　　　　議員辞職議員辞職議員辞職議員辞職しししし信信信信をををを問問問問ええええ」」」」とととと見出見出見出見出しでしでしでしで指指指指
摘摘摘摘しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムスもももも社説社説社説社説でででで、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めるならめるならめるならめるなら普天間普天間普天間普天間はははは固定化固定化固定化固定化するというするというするというするという脅脅脅脅しでしでしでしで自自自自
民党県連民党県連民党県連民党県連がががが辺野古容認辺野古容認辺野古容認辺野古容認したことをしたことをしたことをしたことを指摘指摘指摘指摘してしてしてして「「「「恥恥恥恥ずべきずべきずべきずべき裏切裏切裏切裏切りりりり行為行為行為行為だだだだ」」」」とととと訴訴訴訴えたえたえたえた。。。。沖縄県議沖縄県議沖縄県議沖縄県議
会会会会はははは「「「「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早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・返還返還返還返還とととと県内移設県内移設県内移設県内移設にににに反対反対反対反対しししし、、、、国外国外国外国外・・・・県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めめめめ
るるるる意見書意見書意見書意見書」」」」をををを全会一致全会一致全会一致全会一致でででで決議決議決議決議しししし、、、、議決機関議決機関議決機関議決機関のののの使命感使命感使命感使命感をををを持持持持ってってってって「「「「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立
ちちちち、、、、41414141全市町村全市町村全市町村全市町村とともにとともにとともにとともに政府政府政府政府にににに県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めてきたことからめてきたことからめてきたことからめてきたことから信信信信じられないじられないじられないじられない思思思思いであるいであるいであるいである。。。。
仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、「、「、「、「固定化固定化固定化固定化というというというという発想発想発想発想、、、、言葉言葉言葉言葉がががが出出出出ることることることること自体自体自体自体がががが一種一種一種一種のののの堕落堕落堕落堕落」、「」、「」、「」、「無能無能無能無能」」」」とととと発言発言発言発言
しておりしておりしておりしており、、、、政府政府政府政府のののの「「「「固定化発言固定化発言固定化発言固定化発言」」」」とととと「「「「自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連のののの辺野古容認辺野古容認辺野古容認辺野古容認」」」」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。。。。

((((2222)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、米軍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「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設はははは事実上不可能事実上不可能事実上不可能事実上不可能」」」」とのとのとのとの見解見解見解見解をををを示示示示してきしてきしてきしてき
たたたた。。。。昨年昨年昨年昨年、、、、米国米国米国米国ワシントンワシントンワシントンワシントンＤＣＤＣＤＣＤＣでででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが主催主催主催主催したしたしたしたシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムでででで、、、、普天間移設普天間移設普天間移設普天間移設がががが進進進進まなまなまなまな
いことにいことにいことにいことに「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ「ＳＡＣＯ合意以後合意以後合意以後合意以後16161616年間年間年間年間はははは技術的技術的技術的技術的・・・・事務的事務的事務的事務的なななな処理処理処理処理しかしかしかしか行行行行われていないわれていないわれていないわれていない。。。。政治的政治的政治的政治的
にににに解決解決解決解決しようとすればすぐにしようとすればすぐにしようとすればすぐにしようとすればすぐに解決解決解決解決できるできるできるできる」、「」、「」、「」、「日本本土日本本土日本本土日本本土のののの滑走路滑走路滑走路滑走路のあるのあるのあるのある飛行場飛行場飛行場飛行場へへへへ移転先移転先移転先移転先をををを
変更変更変更変更するのがするのがするのがするのが一番早一番早一番早一番早いいいい解決策解決策解決策解決策」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。知事知事知事知事のののの「「「「政治的政治的政治的政治的なななな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。。。。

((((3333)))) 稲嶺進名護市長稲嶺進名護市長稲嶺進名護市長稲嶺進名護市長はははは、、、、同市議会同市議会同市議会同市議会のののの同意同意同意同意をををを得得得得てててて「「「「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
するするするする意見書意見書意見書意見書をををを仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事にににに提出提出提出提出したしたしたした。。。。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のののの要件要件要件要件をををを満満満満たしていないたしていないたしていないたしていない事項事項事項事項やややや
事業事業事業事業のののの不適正不適正不適正不適正、、、、計画計画計画計画のののの非合理性非合理性非合理性非合理性をををを的確的確的確的確にににに指摘指摘指摘指摘してしてしてして、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事にににに対対対対してしてしてして埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを承承承承
認認認認しないようにしないようにしないようにしないように求求求求めるめるめるめる内容内容内容内容となっているとなっているとなっているとなっている。。。。地元名護市長地元名護市長地元名護市長地元名護市長のののの意見意見意見意見についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((4444)))) オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア外務省外務省外務省外務省のののの公文書公文書公文書公文書でででで、、、、米国防総省米国防総省米国防総省米国防総省がががが在沖海兵隊基地在沖海兵隊基地在沖海兵隊基地在沖海兵隊基地をををを米本国米本国米本国米本国にににに統合統合統合統合するするするする案案案案
をををを検討検討検討検討していたしていたしていたしていた復帰直後復帰直後復帰直後復帰直後、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが海兵隊撤退海兵隊撤退海兵隊撤退海兵隊撤退をををを引引引引きとめていたことがきとめていたことがきとめていたことがきとめていたことが報道報道報道報道されされされされ、、、、県県県県
民民民民はははは怒怒怒怒りりりり心頭心頭心頭心頭であるであるであるである。。。。米国防総省米国防総省米国防総省米国防総省はははは、、、、米国自動歳出削減米国自動歳出削減米国自動歳出削減米国自動歳出削減にににに伴伴伴伴うううう国防予算国防予算国防予算国防予算のののの削減削減削減削減でででで海兵海兵海兵海兵
隊隊隊隊20202020万人体制万人体制万人体制万人体制をををを15151515万人台万人台万人台万人台までまでまでまで縮小縮小縮小縮小するするするする国防計画見直国防計画見直国防計画見直国防計画見直しししし案案案案をををを米議会米議会米議会米議会にににに提出提出提出提出するするするする方針方針方針方針をををを示示示示
しししし、、、、在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊についてもについてもについてもについても削減削減削減削減のののの方針方針方針方針がががが検討検討検討検討されているとされているとされているとされていると報道報道報道報道されたされたされたされた。。。。米国内米国内米国内米国内でででで「「「「見直見直見直見直
しししし」」」」のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな提言提言提言提言をををを踏踏踏踏まえるとまえるとまえるとまえると、、、、世界一危険世界一危険世界一危険世界一危険なななな普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設ができなけができなけができなけができなけ
ればればればれば普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・返還返還返還返還につなげるにつなげるにつなげるにつなげるチャンスチャンスチャンスチャンスでありでありでありであり、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは名護市辺野古埋名護市辺野古埋名護市辺野古埋名護市辺野古埋
めめめめ立立立立てをてをてをてを不承認不承認不承認不承認してしてしてして県内移設県内移設県内移設県内移設はははは不可能不可能不可能不可能ということをということをということをということを明確明確明確明確にににに示示示示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、、、、対応対応対応対応をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 平成平成平成平成26262626年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの要望要望要望要望どおりどおりどおりどおり確保確保確保確保できるできるできるできる見通見通見通見通しであるがしであるがしであるがしであるが、、、、政府政府政府政府はははは辺辺辺辺
野古受野古受野古受野古受けけけけ入入入入れをれをれをれを念頭念頭念頭念頭にににに米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの押押押押しつけをしつけをしつけをしつけをリンクリンクリンクリンクさせているのではないかとのさせているのではないかとのさせているのではないかとのさせているのではないかとの指摘指摘指摘指摘もあもあもあもあ
るるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、沖縄関係予算沖縄関係予算沖縄関係予算沖縄関係予算はははは決決決決してしてしてして突出突出突出突出してしてしてして優遇優遇優遇優遇されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、むしろむしろむしろむしろ、、、、県民県民県民県民１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの
国費投入国費投入国費投入国費投入はははは類似県類似県類似県類似県とととと比較比較比較比較してもしてもしてもしても少少少少ないのがないのがないのがないのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算にににに
対対対対するするするする認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町へのへのへのへの自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備についてはについてはについてはについては町民町民町民町民をををを二分二分二分二分するするするする賛否両論賛否両論賛否両論賛否両論があるがあるがあるがある。。。。計画地計画地計画地計画地はははは町有地町有地町有地町有地
やややや個人有地個人有地個人有地個人有地をををを賃貸借賃貸借賃貸借賃貸借してしてしてして国庫補助事業国庫補助事業国庫補助事業国庫補助事業をををを導入導入導入導入したしたしたした農業生産法人農業生産法人農業生産法人農業生産法人のののの敷地内敷地内敷地内敷地内でありでありでありであり、、、、同意同意同意同意
がががが得得得得られていないられていないられていないられていない現状現状現状現状でででで強行配備強行配備強行配備強行配備することはすることはすることはすることは地元地元地元地元をををを混乱混乱混乱混乱させさせさせさせ、、、、離島振興離島振興離島振興離島振興にもにもにもにも逆行逆行逆行逆行しかねしかねしかねしかね
ないないないない。。。。国境離島国境離島国境離島国境離島はははは漁業環境漁業環境漁業環境漁業環境やややや防空識別圏問題等防空識別圏問題等防空識別圏問題等防空識別圏問題等によりによりによりにより不安要素不安要素不安要素不安要素がががが増幅増幅増幅増幅しているしているしているしている。。。。地元地元地元地元
住民頭越住民頭越住民頭越住民頭越しのしのしのしの配備計画配備計画配備計画配備計画にににに慎重慎重慎重慎重なななな対応対応対応対応をををを求求求求めてきためてきためてきためてきた知事知事知事知事のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル工事契約問題工事契約問題工事契約問題工事契約問題でででで、、、、国国国国のののの会計検査院会計検査院会計検査院会計検査院はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが虚偽虚偽虚偽虚偽のののの契約書作成契約書作成契約書作成契約書作成でででで工事工事工事工事のののの
実施実施実施実施をををを偽装偽装偽装偽装してしてしてして不適正不適正不適正不適正なななな経理処理経理処理経理処理経理処理をををを行行行行ってってってって補助金補助金補助金補助金をををを受受受受けたとけたとけたとけたと指摘指摘指摘指摘しししし、、、、沖縄総合事務局沖縄総合事務局沖縄総合事務局沖縄総合事務局
のののの告発告発告発告発をををを受受受受けてけてけてけて沖縄県警沖縄県警沖縄県警沖縄県警はははは書類送検書類送検書類送検書類送検したとのしたとのしたとのしたとの報道報道報道報道があったがあったがあったがあった。。。。沖縄県監査委員沖縄県監査委員沖縄県監査委員沖縄県監査委員はははは住民監住民監住民監住民監
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査請求査請求査請求査請求にににに対対対対してしてしてして虚偽契約工事虚偽契約工事虚偽契約工事虚偽契約工事によるによるによるによる公金支出公金支出公金支出公金支出はははは違法違法違法違法でありでありでありであり、、、、国庫補助金返還国庫補助金返還国庫補助金返還国庫補助金返還にににに伴伴伴伴うううう利利利利
息息息息をををを県民県民県民県民にににに与与与与えたえたえたえた損害損害損害損害としてとしてとしてとして仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事にににに必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを勧告勧告勧告勧告したしたしたした。。。。一連一連一連一連のののの不祥事不祥事不祥事不祥事はははは県県県県
政史上政史上政史上政史上ゆゆしきゆゆしきゆゆしきゆゆしき事態事態事態事態でありでありでありであり対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 沖縄県警察本部沖縄県警察本部沖縄県警察本部沖縄県警察本部がががが元土木建築部長元土木建築部長元土木建築部長元土木建築部長らららら12121212人前後人前後人前後人前後をををを書類送検書類送検書類送検書類送検したというしたというしたというしたという報道報道報道報道があったががあったががあったががあったが、、、、
捜査経過捜査経過捜査経過捜査経過、、、、被疑者被疑者被疑者被疑者とととと罪名罪名罪名罪名はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて県警本部長県警本部長県警本部長県警本部長とととと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。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄県監査委員沖縄県監査委員沖縄県監査委員沖縄県監査委員はははは、、、、国庫補助金返還国庫補助金返還国庫補助金返還国庫補助金返還にににに伴伴伴伴いいいい県県県県がこうむったがこうむったがこうむったがこうむった損害金損害金損害金損害金についてについてについてについて措置勧告措置勧告措置勧告措置勧告
をををを行行行行ったったったった。。。。補助金返還補助金返還補助金返還補助金返還にににに伴伴伴伴うううう損害金損害金損害金損害金についてについてについてについて、、、、代表監査委員代表監査委員代表監査委員代表監査委員とととと知事知事知事知事のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて
　　　　八重山八重山八重山八重山におけるにおけるにおけるにおける中学校教科書採択問題中学校教科書採択問題中学校教科書採択問題中学校教科書採択問題でででで、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省はははは沖縄県教育委員会沖縄県教育委員会沖縄県教育委員会沖縄県教育委員会にににに対対対対してしてしてして
「「「「是正要求是正要求是正要求是正要求」」」」のののの指示指示指示指示をををを発出発出発出発出したがしたがしたがしたが、、、、教育教育教育教育のののの中立性中立性中立性中立性やややや地方自治地方自治地方自治地方自治にににに対対対対するするするする国国国国のののの介入介入介入介入であるであるであるである。。。。教教教教
育長育長育長育長はこれまではこれまではこれまではこれまで「「「「各教育委員会各教育委員会各教育委員会各教育委員会のののの地方教育行政法地方教育行政法地方教育行政法地方教育行政法にににに基基基基づくづくづくづく権限権限権限権限、、、、主体性主体性主体性主体性をををを尊重尊重尊重尊重するするするする」、「」、「」、「」、「教教教教
科書無償措置法科書無償措置法科書無償措置法科書無償措置法にににに基基基基づきづきづきづき八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区３３３３教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに指導助言指導助言指導助言指導助言をしていくをしていくをしていくをしていく」」」」とととと答弁答弁答弁答弁してきたしてきたしてきたしてきた。。。。
県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは11111111月月月月20202020日日日日のののの定例会定例会定例会定例会でででで対応対応対応対応をををを協議協議協議協議したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、県教育委員長県教育委員長県教育委員長県教育委員長にににに伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 国国国国のののの指示指示指示指示にににに対対対対してしてしてして「「「「無償措置法無償措置法無償措置法無償措置法のののの目的目的目的目的とするとするとするとする義務教育義務教育義務教育義務教育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、、、、竹富町教育委竹富町教育委竹富町教育委竹富町教育委
員会員会員会員会ではではではでは大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題はははは生生生生じていないじていないじていないじていない」」」」としてとしてとしてとして是正要求是正要求是正要求是正要求のののの結論結論結論結論にににに至至至至らなかったということだらなかったということだらなかったということだらなかったということだ
がががが、、、、協議協議協議協議のののの内容内容内容内容、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの今後今後今後今後のののの動向動向動向動向とととと県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの今後今後今後今後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)))) 地方自治法改正地方自治法改正地方自治法改正地方自治法改正におけるにおけるにおけるにおける衆参国会附帯決議衆参国会附帯決議衆参国会附帯決議衆参国会附帯決議をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、「、「、「、「是正是正是正是正のののの要求要求要求要求はははは教育環境教育環境教育環境教育環境をかをかをかをか
えってえってえってえって混乱混乱混乱混乱・・・・停滞停滞停滞停滞にににに招招招招きききき入入入入れてしまうのではないかというれてしまうのではないかというれてしまうのではないかというれてしまうのではないかという危惧危惧危惧危惧がありますがありますがありますがあります」」」」ということだがということだがということだがということだが、、、、
第三者機関第三者機関第三者機関第三者機関であるであるであるである国地方係争処理委員会国地方係争処理委員会国地方係争処理委員会国地方係争処理委員会へへへへ不服審査申不服審査申不服審査申不服審査申しししし立立立立てにてにてにてに至至至至らなかったらなかったらなかったらなかった協議協議協議協議のののの内内内内
容容容容とととと是正要求是正要求是正要求是正要求のののの指示指示指示指示のののの撤回撤回撤回撤回についてについてについてについて国国国国とととと協議協議協議協議するするするする考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 指示文書指示文書指示文書指示文書はははは竹富町教育委員会竹富町教育委員会竹富町教育委員会竹富町教育委員会のみのみのみのみ違法状態違法状態違法状態違法状態のののの是正是正是正是正となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、地方教育行政法地方教育行政法地方教育行政法地方教育行政法とととと
教科書無償措置法教科書無償措置法教科書無償措置法教科書無償措置法にににに基基基基づくづくづくづく教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの権限権限権限権限とととと採択地区協議会採択地区協議会採択地区協議会採択地区協議会をををを構成構成構成構成するするするする３３３３教育委員教育委員教育委員教育委員
会会会会のののの置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか、、、、今後今後今後今後のののの指導助言指導助言指導助言指導助言へのへのへのへの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 産業振興産業振興産業振興産業振興とととと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
　　　　沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興ののののエンジンエンジンエンジンエンジンとしてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたす県内企業育成県内企業育成県内企業育成県内企業育成・・・・支援支援支援支援はははは重要重要重要重要でででで、、、、雇用確保雇用確保雇用確保雇用確保をををを初初初初
めめめめ失業率失業率失業率失業率をををを解消解消解消解消することとすることとすることとすることと一体一体一体一体でありでありでありであり、、、、求人求人求人求人とととと求職求職求職求職がががが双方双方双方双方ににににウインウインウインウイン・・・・ウインウインウインウインのののの関係関係関係関係となるようなとなるようなとなるようなとなるような
産業振興産業振興産業振興産業振興とととと雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策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。。。。

((((1111)))) 沖縄県中小企業振興条例策定沖縄県中小企業振興条例策定沖縄県中小企業振興条例策定沖縄県中小企業振興条例策定にににに基基基基づくづくづくづく中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする施策施策施策施策とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内企業県内企業県内企業県内企業のののの資金需要資金需要資金需要資金需要はははは旺盛旺盛旺盛旺盛だがだがだがだが、、、、県単融資事業県単融資事業県単融資事業県単融資事業のののの利用率利用率利用率利用率はははは低低低低いいいい。。。。雇用政策雇用政策雇用政策雇用政策とととと相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果
をををを高高高高めるめるめるめる金融政策金融政策金融政策金融政策のののの拡充拡充拡充拡充をををを求求求求めるめるめるめる声声声声もありもありもありもあり、、、、資金繰資金繰資金繰資金繰りりりり円滑化借換資金融資事業円滑化借換資金融資事業円滑化借換資金融資事業円滑化借換資金融資事業もももも含含含含めためためためた
県単融資事業県単融資事業県単融資事業県単融資事業のののの手続手続手続手続のののの改善改善改善改善やややや保証料保証料保証料保証料のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率はははは改善改善改善改善のののの方向方向方向方向にあるもののにあるもののにあるもののにあるものの、、、、全国全国全国全国にににに比比比比べてべてべてべて若年者若年者若年者若年者のののの失業率失業率失業率失業率のののの高高高高さやさやさやさや
非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの増加増加増加増加、、、、低賃金等低賃金等低賃金等低賃金等のののの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。本県本県本県本県のののの雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題とととと非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの雇用雇用雇用雇用
環境改善環境改善環境改善環境改善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 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの医師医師医師医師、、、、看護師等看護師等看護師等看護師等のののの人材不足人材不足人材不足人材不足をををを解消解消解消解消するためにはするためにはするためにはするためには、、、、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やおきなわやおきなわやおきなわやおきなわクリクリクリクリ
ニカルシミュレーションセンターニカルシミュレーションセンターニカルシミュレーションセンターニカルシミュレーションセンター等等等等とととと連携連携連携連携したしたしたした医師医師医師医師のののの養成養成養成養成やややや、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へきへきへきへき地医療支援機構地医療支援機構地医療支援機構地医療支援機構
やややや地域医療協議会等地域医療協議会等地域医療協議会等地域医療協議会等とととと連携連携連携連携したしたしたした医師派遣事業医師派遣事業医師派遣事業医師派遣事業のののの拡充等拡充等拡充等拡充等、、、、全国全国全国全国ののののモデルモデルモデルモデルとなるようなとなるようなとなるようなとなるような人材人材人材人材
確保施策確保施策確保施策確保施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、、、、医師医師医師医師、、、、看護師等看護師等看護師等看護師等のののの安定的安定的安定的安定的なななな確保対策確保対策確保対策確保対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立八重山病院建県立八重山病院建県立八重山病院建県立八重山病院建てかえにてかえにてかえにてかえに関連関連関連関連してしてしてして、、、、基本構想基本構想基本構想基本構想やややや基本計画策定等基本計画策定等基本計画策定等基本計画策定等のののの進進進進状況状況状況状況とととと完成完成完成完成まままま
でのでのでのでの今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール、、、、新病院新病院新病院新病院のののの課題等課題等課題等課題等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。。。。

5555 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉はははは国益国益国益国益にかなうにかなうにかなうにかなう最善最善最善最善のののの交渉交渉交渉交渉をををを行行行行うということであったがうということであったがうということであったがうということであったが、、、、参加国参加国参加国参加国からのからのからのからの関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃
のののの圧力圧力圧力圧力はははは大大大大きいきいきいきい。。。。本県本県本県本県ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビやややや牛肉等牛肉等牛肉等牛肉等のののの関税措置廃止関税措置廃止関税措置廃止関税措置廃止はははは離島振興離島振興離島振興離島振興のみならずのみならずのみならずのみならず沖沖沖沖
縄振興縄振興縄振興縄振興をををを根底根底根底根底からからからから崩壊崩壊崩壊崩壊させるものであるさせるものであるさせるものであるさせるものである。。。。国会決議国会決議国会決議国会決議でもでもでもでも「「「「要求要求要求要求がががが認認認認められないとめられないとめられないとめられないと判断判断判断判断したしたしたした
場合場合場合場合はははは撤退撤退撤退撤退をををを辞辞辞辞さないものとするさないものとするさないものとするさないものとする」」」」となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、交渉内容交渉内容交渉内容交渉内容のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しししし、、、、本本本本
県県県県のののの不退転不退転不退転不退転のののの決意決意決意決意とととと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)))) 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めとめとめとめと日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定はははは、、、、沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海におけるにおけるにおけるにおける好漁場好漁場好漁場好漁場のののの放棄放棄放棄放棄とととと言言言言ってもってもってもっても過言過言過言過言でででで
はないはないはないはない。。。。このままだとこのままだとこのままだとこのままだと本県本県本県本県のののの漁業者漁業者漁業者漁業者のののの安全安全安全安全はおろかはおろかはおろかはおろか漁業資源漁業資源漁業資源漁業資源のののの保全保全保全保全もおぼつかないもおぼつかないもおぼつかないもおぼつかない状況状況状況状況
下下下下にありにありにありにあり、、、、県益県益県益県益をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか伺伺伺伺うううう。。。。



9

((((3333)))) 沖縄台湾技術交流推進事業沖縄台湾技術交流推進事業沖縄台湾技術交流推進事業沖縄台湾技術交流推進事業としてとしてとしてとして、、、、県産和牛等県産和牛等県産和牛等県産和牛等のののの台湾台湾台湾台湾へのへのへのへの出荷可能性出荷可能性出荷可能性出荷可能性、、、、特産品流通支特産品流通支特産品流通支特産品流通支
援援援援、、、、近隣海域近隣海域近隣海域近隣海域におけるにおけるにおけるにおける操業操業操業操業ルールルールルールルール等当面等当面等当面等当面するするするする課題課題課題課題についてについてについてについて議題議題議題議題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組んではどうんではどうんではどうんではどう
かかかか、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、「、「、「、「閉鎖性海域閉鎖性海域閉鎖性海域閉鎖性海域におけるにおけるにおけるにおける堆積赤土等堆積赤土等堆積赤土等堆積赤土等のののの対策事業対策事業対策事業対策事業」」」」でででで石垣市川平湾石垣市川平湾石垣市川平湾石垣市川平湾のののの環境保全環境保全環境保全環境保全にににに関関関関
するするするする調査調査調査調査をををを行行行行いいいい、、、、対策手法検討委員会対策手法検討委員会対策手法検討委員会対策手法検討委員会でしゅんせつでしゅんせつでしゅんせつでしゅんせつ等等等等のののの浄化対策浄化対策浄化対策浄化対策をををを検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。川平川平川平川平
湾湾湾湾はははは国立公園地域国立公園地域国立公園地域国立公園地域でありでありでありであり、、、、国国国国のののの無形文化財無形文化財無形文化財無形文化財「「「「名勝名勝名勝名勝」」」」にもにもにもにも指定指定指定指定されされされされ、、、、世界的世界的世界的世界的にににに評価評価評価評価のののの高高高高いいいいミミミミ
シュランガイドブックシュランガイドブックシュランガイドブックシュランガイドブックでででで最高最高最高最高のののの「「「「３３３３つつつつ星星星星」」」」ににににランクランクランクランクされるされるされるされる景勝地景勝地景勝地景勝地でありでありでありであり環境対策環境対策環境対策環境対策がががが注目注目注目注目されてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。調査結果調査結果調査結果調査結果のののの内容内容内容内容とととと今後今後今後今後のののの環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 離島振興離島振興離島振興離島振興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消費税負担消費税負担消費税負担消費税負担はははは、、、、現行現行現行現行のののの５５５５％％％％でででで約約約約1078107810781078億円億円億円億円、、、、宮古宮古宮古宮古・・・・石垣税務署管内石垣税務署管内石垣税務署管内石垣税務署管内ではではではでは約約約約65656565億円億円億円億円
でででで、、、、10101010％％％％へへへへ増税増税増税増税となればとなればとなればとなれば宮古宮古宮古宮古・・・・八重山八重山八重山八重山でででで130130130130億円億円億円億円のののの負担負担負担負担とととと予測予測予測予測されるされるされるされる。。。。離島離島離島離島のののの物価物価物価物価はははは沖沖沖沖
縄本島縄本島縄本島縄本島とととと比較比較比較比較してしてしてして生活必需品生活必需品生活必需品生活必需品ではではではでは約約約約３３３３割程度高割程度高割程度高割程度高いといういといういといういという説明説明説明説明からからからから、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税はははは離島振離島振離島振離島振
興興興興とととと逆行逆行逆行逆行するするするする。。。。県県県県はははは、、、、国国国国においてにおいてにおいてにおいて低所得者低所得者低所得者低所得者にににに配慮配慮配慮配慮するするするする複数税率複数税率複数税率複数税率のののの導入等総合的導入等総合的導入等総合的導入等総合的にににに検討検討検討検討
されることをされることをされることをされることを注視注視注視注視したいというしたいというしたいというしたいという答弁答弁答弁答弁であったがであったがであったがであったが、、、、離島住民離島住民離島住民離島住民へのへのへのへの物流経費物流経費物流経費物流経費をををを上乗上乗上乗上乗せされたせされたせされたせされた物物物物
価高等価高等価高等価高等についてのについてのについてのについての認識認識認識認識とととと消費税消費税消費税消費税のののの過重負担軽減過重負担軽減過重負担軽減過重負担軽減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。。。。
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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 15151515分分分分 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 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地についてについてについてについて

((((1111)))) 県選出県選出県選出県選出のののの自民党国会議員自民党国会議員自民党国会議員自民党国会議員５５５５名名名名がががが公約公約公約公約をををを覆覆覆覆しししし、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古にににに基地基地基地基地をつくることををつくることををつくることををつくることを認認認認めさせられめさせられめさせられめさせられ
たたたた。。。。特特特特にににに今回今回今回今回のののの国揚国揚国揚国揚・・・・宮﨑宮﨑宮﨑宮﨑・・・・比嘉比嘉比嘉比嘉のののの３３３３氏氏氏氏はははは離党離党離党離党をちらつかせてのをちらつかせてのをちらつかせてのをちらつかせての説得説得説得説得だというだというだというだという。。。。県民県民県民県民をををを裏裏裏裏
切切切切ったことにったことにったことにったことに怒怒怒怒りとりとりとりと失望失望失望失望をををを禁禁禁禁じじじじ得得得得ないないないない。。。。未来未来未来未来のののの子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに基地基地基地基地のののの負担負担負担負担をををを押押押押しつけていいのしつけていいのしつけていいのしつけていいの
かかかか。。。。大大大大きなきなきなきな争点争点争点争点となっていたとなっていたとなっていたとなっていた辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設についてについてについてについて「ＮＯ」「ＮＯ」「ＮＯ」「ＮＯ」だとだとだとだと言言言言ってきたってきたってきたってきた公約公約公約公約をかをかをかをか
なぐりなぐりなぐりなぐり捨捨捨捨てるてるてるてる行為行為行為行為についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はこれまではこれまではこれまではこれまで辺野古辺野古辺野古辺野古にににに基地基地基地基地をつくるのはをつくるのはをつくるのはをつくるのは無理無理無理無理だとだとだとだと発言発言発言発言してきたしてきたしてきたしてきた。。。。時間時間時間時間もかかるのでもかかるのでもかかるのでもかかるので他他他他のののの
ところにところにところにところに移設移設移設移設したほうがしたほうがしたほうがしたほうが早早早早いといといといと述述述述べているべているべているべている。。。。自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連はははは知事知事知事知事にににに辺野古容認辺野古容認辺野古容認辺野古容認をををを進言進言進言進言するとするとするとすると
のことだがのことだがのことだがのことだが、、、、県民県民県民県民のののの80808080％％％％以上以上以上以上がががが反対反対反対反対するするするする辺野古辺野古辺野古辺野古にににに本当本当本当本当にににに新基地新基地新基地新基地をつくれるのかをつくれるのかをつくれるのかをつくれるのか。。。。またまたまたまた、、、、後後後後
世世世世のののの歴史歴史歴史歴史のののの批判批判批判批判にににに耐耐耐耐ええええ得得得得るのかるのかるのかるのか。。。。戦争戦争戦争戦争がががが起起起起こったらまずこったらまずこったらまずこったらまず基地基地基地基地のののの集中集中集中集中するところからするところからするところからするところから攻撃攻撃攻撃攻撃ささささ
れるれるれるれる。「。「。「。「普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化」」」」というがというがというがというが、、、、次次次次、、、、大大大大きなきなきなきな事故事故事故事故をををを起起起起こしたらこしたらこしたらこしたら米軍米軍米軍米軍はははは沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから出出出出ていかていかていかていか
ざるをざるをざるをざるを得得得得ないないないない。。。。普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化をををを恐恐恐恐れているのはれているのはれているのはれているのは、、、、むしろむしろむしろむしろ日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。知知知知
事事事事はははは自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連のののの進言進言進言進言をどうをどうをどうをどう考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。

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)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、教育庁教育庁教育庁教育庁はははは「「「「学力向上推進室学力向上推進室学力向上推進室学力向上推進室」」」」をををを設置設置設置設置してしてしてして対応対応対応対応するようだがするようだがするようだがするようだが、、、、具具具具
体的体的体的体的にはどのようなことをするのかにはどのようなことをするのかにはどのようなことをするのかにはどのようなことをするのか。。。。教師教師教師教師のののの指導力指導力指導力指導力をををを高高高高めめめめ、、、、生徒生徒生徒生徒のやるのやるのやるのやる気気気気をををを出出出出させることがさせることがさせることがさせることが
とてもとてもとてもとても大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、過度過度過度過度のののの圧力圧力圧力圧力がかからないようがかからないようがかからないようがかからないよう配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要だだだだ。。。。またまたまたまた、、、、全国全国全国全国でででで30303030位位位位をををを
日標日標日標日標にするとのことだがにするとのことだがにするとのことだがにするとのことだが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな年次計画年次計画年次計画年次計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「久米島留学久米島留学久米島留学久米島留学」」」」についてについてについてについて久米島高校久米島高校久米島高校久米島高校はははは大阪大阪大阪大阪やややや東京東京東京東京ででででＰＲＰＲＰＲＰＲしたようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、経過経過経過経過はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省はははは2020202020202020年年年年までのまでのまでのまでの実施実施実施実施をををを目指目指目指目指しししし、、、、小小小小３３３３からからからから英語教育英語教育英語教育英語教育をををを導入導入導入導入するするするする計画計画計画計画のようだのようだのようだのようだ
がががが、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成やややや時間時間時間時間のののの確保確保確保確保などなどなどなど課題課題課題課題がががが山積山積山積山積しているしているしているしている。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁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 高等特別支援学校高等特別支援学校高等特別支援学校高等特別支援学校のののの分教室分教室分教室分教室をををを陽明高校陽明高校陽明高校陽明高校にににに設置設置設置設置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

((((1111)))) 2010201020102010年度設置年度設置年度設置年度設置のののの３３３３分教室同様分教室同様分教室同様分教室同様、、、、今回今回今回今回のののの陽明高校分教室陽明高校分教室陽明高校分教室陽明高校分教室もももも「「「「年度途中年度途中年度途中年度途中のののの決定表明決定表明決定表明決定表明によるによるによるによる
来年度来年度来年度来年度スタートスタートスタートスタート」」」」というというというという形形形形のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、準備期間準備期間準備期間準備期間（（（（11111111月月月月からからからから３３３３月月月月））））及及及及びびびび初年度初年度初年度初年度のののの職員配置職員配置職員配置職員配置やややや
予算確保予算確保予算確保予算確保についてはどうなっているのかについてはどうなっているのかについてはどうなっているのかについてはどうなっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 母体校母体校母体校母体校からからからから年度途中年度途中年度途中年度途中のののの移動移動移動移動になるになるになるになる分教室準備担当職員分教室準備担当職員分教室準備担当職員分教室準備担当職員についてはについてはについてはについては生徒生徒生徒生徒・・・・保護者保護者保護者保護者のののの不安不安不安不安
にならないようにならないようにならないようにならないよう十分十分十分十分なななな配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、教育長教育長教育長教育長はどうはどうはどうはどう考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 2010201020102010年度年度年度年度にににに設置設置設置設置されたされたされたされた３３３３分教室分教室分教室分教室のののの課題課題課題課題についてはについてはについてはについては、、、、既既既既にににに検証検証検証検証をををを行行行行っているとっているとっているとっていると思思思思うがうがうがうが、、、、施施施施
設設設設・・・・設備設備設備設備やややや教員配置面教員配置面教員配置面教員配置面でどのようなでどのようなでどのようなでどのような課題課題課題課題がががが上上上上がっているのかがっているのかがっているのかがっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) インクルーシブインクルーシブインクルーシブインクルーシブ教育教育教育教育のののの充実充実充実充実のためにはのためにはのためにはのためには、、、、分教室分教室分教室分教室におけるにおけるにおけるにおける施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの整備整備整備整備やややや人的配置人的配置人的配置人的配置にににに
ついてついてついてついて当該校当該校当該校当該校のののの要望要望要望要望ににににスピーディースピーディースピーディースピーディーにににに対応対応対応対応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、、、、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように対処対処対処対処してしてしてして
いくのかいくのかいくのかいくのか。。。。

4444 学校現場学校現場学校現場学校現場におけるにおけるにおけるにおける「「「「医療的医療的医療的医療的ケアケアケアケア」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの医療的医療的医療的医療的ケアケアケアケア対象対象対象対象のののの児童生徒数児童生徒数児童生徒数児童生徒数とととと看護師配置人数看護師配置人数看護師配置人数看護師配置人数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。。。。

((((2222)))) 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。。。。

((((3333)))) 今年度今年度今年度今年度からからからから行行行行われているわれているわれているわれている教員教員教員教員のののの実施状況実施状況実施状況実施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。。。。

((((4444)))) 文科省文科省文科省文科省はははは都道府県都道府県都道府県都道府県のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて体制整備体制整備体制整備体制整備をををを行行行行うとしているがうとしているがうとしているがうとしているが、、、、具体的具体的具体的具体的にににに教育行政教育行政教育行政教育行政としとしとしとし
てどのようなてどのようなてどのようなてどのような取取取取りりりり組組組組みをしているのかみをしているのかみをしているのかみをしているのか。。。。またまたまたまた、「、「、「、「医療的医療的医療的医療的ケアケアケアケア」」」」確立確立確立確立のためののためののためののためのマニュアルマニュアルマニュアルマニュアル作成作成作成作成
はははは既既既既にできているのかにできているのかにできているのかにできているのか。。。。
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((((5555)))) 今後今後今後今後のののの「「「「医療的医療的医療的医療的ケアケアケアケア」」」」をををを考考考考えるとえるとえるとえると看護師看護師看護師看護師のののの増員増員増員増員はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、、、、常勤看護師常勤看護師常勤看護師常勤看護師のののの配置配置配置配置もももも必要必要必要必要とととと思思思思
うがうがうがうが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか。。。。

5555 教職員教職員教職員教職員のののの再雇用再雇用再雇用再雇用についてについてについてについて

((((1111)))) 無年金期間無年金期間無年金期間無年金期間がががが生生生生じるじるじるじる今年度末定年退職者今年度末定年退職者今年度末定年退職者今年度末定年退職者についてについてについてについて、、、、雇用雇用雇用雇用とととと年金年金年金年金のののの接続接続接続接続というというというという観点観点観点観点からからからから、、、、
教育行政教育行政教育行政教育行政としてとしてとしてとして教職員教職員教職員教職員のののの再任用再任用再任用再任用をどのようにをどのようにをどのようにをどのように取取取取りりりり扱扱扱扱うのかうのかうのかうのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 教科書専決権教科書専決権教科書専決権教科書専決権についてについてについてについて

((((1111)))) 高校教科書高校教科書高校教科書高校教科書のののの専決権専決権専決権専決権をををを教育長教育長教育長教育長にににに委委委委ねることをねることをねることをねることを決決決決めたとのことだがめたとのことだがめたとのことだがめたとのことだが、、、、システムシステムシステムシステムについてはについてはについてはについては従従従従
来来来来とととと全全全全くくくく変変変変わらないというわらないというわらないというわらないという。。。。これまでどおりこれまでどおりこれまでどおりこれまでどおり学校単位学校単位学校単位学校単位でででで教科担当者教科担当者教科担当者教科担当者のののの語語語語しししし合合合合いでいでいでいで決決決決めるとめるとめるとめると
理解理解理解理解していいのかしていいのかしていいのかしていいのか。。。。

7777 福祉問題福祉問題福祉問題福祉問題についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法」」」」がががが施行施行施行施行されてされてされてされて（（（（2012201220122012年年年年10101010月月月月）、）、）、）、半年間半年間半年間半年間でででで県内県内県内県内でででで虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けたけたけたけた障害障害障害障害
者者者者がががが34343434人人人人とのこととのこととのこととのこと。「。「。「。「障害者権利条例障害者権利条例障害者権利条例障害者権利条例」」」」もももも来年来年来年来年４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行されるされるされるされる。。。。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
もともにもともにもともにもともに支支支支ええええ合合合合ってってってって生生生生きるきるきるきる社会社会社会社会をををを目指目指目指目指すことがすことがすことがすこと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。。。。このこのこのこの半年半年半年半年でででで虐待虐待虐待虐待のののの数数数数やややや苦苦苦苦
情情情情のののの届届届届けはどのくらいあるのかけはどのくらいあるのかけはどのくらいあるのかけはどのくらいあるのか。。。。

((((2222)))) 高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待についてのについてのについてのについての実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 老老介護老老介護老老介護老老介護やややや認知症認知症認知症認知症のののの問題問題問題問題などはなどはなどはなどは少子少子少子少子・・・・高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会でででで避避避避けてはけてはけてはけては通通通通れないれないれないれない問題問題問題問題であるであるであるである。。。。家族家族家族家族
だけではだけではだけではだけではケアケアケアケアできないためできないためできないためできないため、、、、どこかどこかどこかどこか施設施設施設施設にににに入入入入れたいとれたいとれたいとれたいと思思思思ってもってもってもっても施設施設施設施設がががが少少少少ないためないためないためないため入所者入所者入所者入所者がががが
死亡死亡死亡死亡しないとしないとしないとしないと入入入入れないというれないというれないというれないという。。。。特養施設特養施設特養施設特養施設のののの待機状況待機状況待機状況待機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。。。。またまたまたまた県県県県のののの中長期中長期中長期中長期
展望展望展望展望をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 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)))) 枯枯枯枯れれれれ葉剤汚染葉剤汚染葉剤汚染葉剤汚染についてについてについてについて
　　　　先日先日先日先日、、、、坂田雅子初監督坂田雅子初監督坂田雅子初監督坂田雅子初監督ののののドキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリードキュメンタリー「「「「花花花花はどこへはどこへはどこへはどこへ行行行行ったったったった」」」」をををを見見見見たたたた。。。。夫夫夫夫（（（（グレッググレッググレッググレッグ））））がががが
54545454歳歳歳歳でででで突然死亡突然死亡突然死亡突然死亡。。。。若若若若いころいころいころいころ、、、、ベトナムベトナムベトナムベトナム戦戦戦戦にににに従軍従軍従軍従軍していたときにしていたときにしていたときにしていたときに浴浴浴浴びたびたびたびた枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤によるがんによるがんによるがんによるがん
がががが原因原因原因原因だったとのことだったとのことだったとのことだったとのこと。。。。ベトナムベトナムベトナムベトナムでででで出会出会出会出会ったったったった多多多多くのくのくのくの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤によるによるによるによる被害者被害者被害者被害者。。。。沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ののののサッサッサッサッ
カーカーカーカー場建設現場場建設現場場建設現場場建設現場からからからから出出出出てきたてきたてきたてきたダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシンののののドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶。。。。元陸軍兵元陸軍兵元陸軍兵元陸軍兵ののののリンジーリンジーリンジーリンジー・・・・ピーターソンピーターソンピーターソンピーターソン
氏氏氏氏のののの証言証言証言証言。。。。帰還米兵帰還米兵帰還米兵帰還米兵からからからから生生生生まれたまれたまれたまれたヘザーヘザーヘザーヘザー・・・・バウザーバウザーバウザーバウザーさんもさんもさんもさんも手足手足手足手足にににに障害障害障害障害をををを持持持持っているっているっているっている。。。。坂田坂田坂田坂田
監督監督監督監督はははは枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤によるによるによるによる障害障害障害障害をををを持持持持ったったったったヘザーヘザーヘザーヘザー・・・・バウザーバウザーバウザーバウザーさんをさんをさんをさんをメーンメーンメーンメーンにににに第二作第二作第二作第二作「「「「沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春をををを
生生生生きてきてきてきて」」」」をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤をををを浴浴浴浴びるとびるとびるとびると二世二世二世二世・・・・三世三世三世三世とととと被害被害被害被害がががが続続続続くくくく怖怖怖怖ささささ。。。。ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシンののののドラドラドラドラ
ムムムム缶缶缶缶がががが出出出出たたたた以上以上以上以上、、、、県県県県はははは徹底徹底徹底徹底したしたしたした追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査がががが必要必要必要必要だがそのだがそのだがそのだがその後後後後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)))) ＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ汚染汚染汚染汚染・・・・鉛汚染鉛汚染鉛汚染鉛汚染についてについてについてについて
　　　　米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地からからからから出出出出てくるてくるてくるてくるＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢやややや鉛汚染鉛汚染鉛汚染鉛汚染（（（（キャンプキャンプキャンプキャンプ桑江跡地桑江跡地桑江跡地桑江跡地））））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、、、、
米国内米国内米国内米国内のののの環境法環境法環境法環境法をををを適用適用適用適用するためにもするためにもするためにもするためにも無責任無責任無責任無責任なななな「「「「日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定」」」」のののの見直見直見直見直しをさせることがしをさせることがしをさせることがしをさせることが求求求求
められているめられているめられているめられている。。。。県県県県ののの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。。。。またまたまたまた、、、、これほどこれほどこれほどこれほど汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地はははは全全全全
てそのてそのてそのてその使用使用使用使用のののの経歴調査経歴調査経歴調査経歴調査がががが必要必要必要必要だとだとだとだ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はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

9999 待機児童問題待機児童問題待機児童問題待機児童問題についてについてについてについて

((((1111)))) 2013201320132013年年年年４４４４月時点月時点月時点月時点でのでのでのでの待機児童待機児童待機児童待機児童はははは2216221622162216人人人人もいるもいるもいるもいる。。。。県県県県はははは潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童をををを約約約約9000900090009000人人人人とととと推計推計推計推計
しておりしておりしておりしており、、、、それをそれをそれをそれを解消解消解消解消するためにするためにするためにするために、、、、９９９９月議会月議会月議会月議会でででで認可化認可化認可化認可化をををを目指目指目指目指すすすす認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園をををを対象対象対象対象にににに２２２２
億円億円億円億円のののの予算予算予算予算がががが計上計上計上計上されたされたされたされた。。。。県県県県はははは運営費支援運営費支援運営費支援運営費支援のののの拡充拡充拡充拡充をををを５５５５年間続年間続年間続年間続けるけるけるける方針方針方針方針だがだがだがだが、、、、希望園希望園希望園希望園はどはどはどはど
うかうかうかうか。。。。県県県県のののの方針方針方針方針をををを浸透浸透浸透浸透させるためさせるためさせるためさせるため、、、、どのようなことをしているのかどのようなことをしているのかどのようなことをしているのかどのようなことをしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2013201320132013年年年年11111111月補正月補正月補正月補正でででで「「「「待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金」」」」がががが30303030億円予算化億円予算化億円予算化億円予算化されているされているされているされている。。。。30303030億円使億円使億円使億円使うううう上上上上
でのでのでのでの課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童ををををゼロゼロゼロゼロにするのにどのくらいのにするのにどのくらいのにするのにどのくらいのにするのにどのくらいの年数年数年数年数をををを考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。

10101010 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行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違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行はこれまでにどのくらいあるのかはこれまでにどのくらいあるのかはこれまでにどのくらいあるのかはこれまでにどのくらいあるのか。。。。

((((2222)))) このこのこのこ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、、、、国国国国やややや防衛局防衛局防衛局防衛局とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いはどうなっているのかいはどうなっているのかいはどうなっているのかいはどうなっているのか。。。。

11111111 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 年間年間年間年間200200200200万人万人万人万人のののの外国人観光客誘致外国人観光客誘致外国人観光客誘致外国人観光客誘致をををを目指目指目指目指すすすす本県本県本県本県にとってにとってにとってにとって誘客誘客誘客誘客ののの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みについみについみについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 新国際線新国際線新国際線新国際線ターミナルビルターミナルビルターミナルビルターミナルビルのののの供用開始供用開始供用開始供用開始にににに伴伴伴伴うううう施設利用施設利用施設利用施設利用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。（。（。（。（駐機料駐機料駐機料駐機料・・・・
入域料入域料入域料入域料・・・・ボーディングブリッジボーディングブリッジボーディングブリッジボーディングブリッジなどなどなどなど））））


