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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09090909    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 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 普天間飛行場代替施設建設事業普天間飛行場代替施設建設事業普天間飛行場代替施設建設事業普天間飛行場代替施設建設事業にににに係係係係るるるる公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書にににに対対対対するするするする名護市長意名護市長意名護市長意名護市長意
見書見書見書見書、、、、環境生活部意見書環境生活部意見書環境生活部意見書環境生活部意見書へのへのへのへの問題点問題点問題点問題点をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの日米共同声明日米共同声明日米共同声明日米共同声明をををを見直見直見直見直しししし、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設のののの早期実現早期実現早期実現早期実現をををを強強強強くくくく求求求求めるこめるこめるこめるこ
とについてとについてとについてとについて聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地、、、、自衛隊基地関連自衛隊基地関連自衛隊基地関連自衛隊基地関連のののの特定秘密特定秘密特定秘密特定秘密のののの範囲範囲範囲範囲もももも極極極極めてめてめてめて曖昧曖昧曖昧曖昧だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。関連関連関連関連すすすす
るるるる情報情報情報情報をををを漏漏漏漏えいしたりえいしたりえいしたりえいしたり、、、、教唆教唆教唆教唆・・・・扇動扇動扇動扇動、、、、共謀共謀共謀共謀のののの罰罰罰罰でででで逮捕拘束逮捕拘束逮捕拘束逮捕拘束されるされるされるされる危険危険危険危険をををを公務員公務員公務員公務員やややや議員議員議員議員、、、、
ジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリストのみならずのみならずのみならずのみならず一般市民一般市民一般市民一般市民までまでまでまで拡大拡大拡大拡大されるされるされるされる危険性危険性危険性危険性はないかはないかはないかはないか。。。。

((((2222)))) 特別秘密特別秘密特別秘密特別秘密をををを扱扱扱扱うううう適性評価制度適性評価制度適性評価制度適性評価制度はははは、、、、個人個人個人個人のののの思想思想思想思想、、、、信条並信条並信条並信条並びにびにびにびに家族家族家族家族にまでにまでにまでにまで捜索捜索捜索捜索されるされるされるされる危険危険危険危険
性性性性はないかはないかはないかはないか。。。。

((((3333)))) 国会議員国会議員国会議員国会議員もももも特定秘密特定秘密特定秘密特定秘密をををを漏漏漏漏らしたららしたららしたららしたら、、、、懲役懲役懲役懲役5555年以下年以下年以下年以下のののの厳罰厳罰厳罰厳罰がががが科科科科されるされるされるされる。。。。県会議員県会議員県会議員県会議員やややや市町村市町村市町村市町村
議員議員議員議員までそのおそれがあるのかまでそのおそれがあるのかまでそのおそれがあるのかまでそのおそれがあるのか。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは、、、、国民国民国民国民のののの知知知知るるるる権利権利権利権利、、、、表現表現表現表現やややや言論言論言論言論のののの自由自由自由自由をををを奪奪奪奪いいいい、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義をををを根底根底根底根底からからからから覆覆覆覆しししし、、、、ファシファシファシファシ
ズムズムズムズムにににに走走走走るるるる危険危険危険危険なななな法案法案法案法案でありでありでありであり、、、、反対表明反対表明反対表明反対表明をすべきではをすべきではをすべきではをすべきでは。。。。

3333 離島航路離島航路離島航路離島航路のののの拠点拠点拠点拠点についてについてについてについて
　　　　泊埠頭泊埠頭泊埠頭泊埠頭はははは、、、、周辺離島周辺離島周辺離島周辺離島（（（（渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷、、、、座間味座間味座間味座間味、、、、粟国粟国粟国粟国、、、、渡名喜渡名喜渡名喜渡名喜、、、、南北大東南北大東南北大東南北大東、、、、久米島等久米島等久米島等久米島等））））向向向向けのけのけのけの定期定期定期定期
フェリーフェリーフェリーフェリー船船船船やややや旅客船旅客船旅客船旅客船のののの拠点拠点拠点拠点であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの離島航路離島航路離島航路離島航路のののの定期船定期船定期船定期船、、、、貨物船貨物船貨物船貨物船をををを那覇埠頭那覇埠頭那覇埠頭那覇埠頭へへへへ移移移移
転転転転させるさせるさせるさせる計画計画計画計画となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このこのこのこの泊埠頭泊埠頭泊埠頭泊埠頭はははは、、、、これまでにもこれまでにもこれまでにもこれまでにも、、、、離島航路離島航路離島航路離島航路のののの発着場発着場発着場発着場としてとしてとしてとして、、、、離島住離島住離島住離島住
民民民民のののの生活航路生活航路生活航路生活航路としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた経済活動経済活動経済活動経済活動のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして役割役割役割役割をををを果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた。。。。那覇埠頭那覇埠頭那覇埠頭那覇埠頭へのへのへのへの移転移転移転移転とととと
なるとなるとなるとなると周辺離島周辺離島周辺離島周辺離島のののの住民生活住民生活住民生活住民生活やややや経済活動経済活動経済活動経済活動にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響してくるしてくるしてくるしてくる。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((1111)))) 周辺離島周辺離島周辺離島周辺離島のののの町村役場町村役場町村役場町村役場やややや住民住民住民住民のののの意見意見意見意見はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 泊埠頭泊埠頭泊埠頭泊埠頭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等等等等とまりんのとまりんのとまりんのとまりんの経済活動経済活動経済活動経済活動へのへのへのへの影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか。。。。

((((3333)))) 泊埠頭泊埠頭泊埠頭泊埠頭とととと那覇埠頭那覇埠頭那覇埠頭那覇埠頭とのとのとのとの環境条件等違環境条件等違環境条件等違環境条件等違いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 港湾整備計画港湾整備計画港湾整備計画港湾整備計画をををを見直見直見直見直すすすす検討検討検討検討はしていないかはしていないかはしていないかはしていないか。。。。

4444 大型実習船大型実習船大型実習船大型実習船（（（（海邦丸海邦丸海邦丸海邦丸499499499499トントントントン））））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
　　　　水産業界水産業界水産業界水産業界やややや海運業界海運業界海運業界海運業界のののの後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足はははは深刻深刻深刻深刻なななな問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、四面海四面海四面海四面海にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、物物物物
流流流流のののの99999999％％％％がががが海上輸送海上輸送海上輸送海上輸送にににに依存依存依存依存しているしているしているしている。。。。そのそのそのその状況状況状況状況にあってにあってにあってにあって、、、、船舶職員船舶職員船舶職員船舶職員のののの養成養成養成養成はははは急務急務急務急務でありでありでありであり、、、、
そのそのそのその役割役割役割役割をををを実習船実習船実習船実習船（（（（海邦丸海邦丸海邦丸海邦丸））））はははは果果果果たしているたしているたしているたしている。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり聞聞聞聞くくくく。。。。

((((1111)))) 実習船実習船実習船実習船（（（（海邦丸海邦丸海邦丸海邦丸））））のののの職員採用試験職員採用試験職員採用試験職員採用試験がががが2009200920092009年以降実施年以降実施年以降実施年以降実施されてないがされてないがされてないがされてないが、、、、なぜかなぜかなぜかなぜか。。。。

((((2222)))) 実習船実習船実習船実習船のののの役割役割役割役割とととと船舶職員船舶職員船舶職員船舶職員のののの勤務条件勤務条件勤務条件勤務条件をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 実習船実習船実習船実習船のののの定員定員定員定員とととと本職員本職員本職員本職員とととと臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員のののの実数実数実数実数をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((4444)))) 実習船実習船実習船実習船をををを活用活用活用活用してしてしてして国際交流国際交流国際交流国際交流のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア諸国諸国諸国諸国にににに在住在住在住在住するするするする県人会県人会県人会県人会とのとのとのとの交流交流交流交流、、、、
連携連携連携連携はははは図図図図れないかれないかれないかれないか。。。。

((((5555)))) 実習船実習船実習船実習船をををを大学院大学大学院大学大学院大学大学院大学のののの海洋実験海洋実験海洋実験海洋実験にににに協力協力協力協力させるなどさせるなどさせるなどさせるなど連携連携連携連携をををを図図図図れないかれないかれないかれないか。。。。

5555 ＥＶＥＶＥＶＥＶバスバスバスバス開発実証運用事業開発実証運用事業開発実証運用事業開発実証運用事業についてについてについてについて
　　　　同事業同事業同事業同事業はははは、、、、スマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランド基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業のののの一環一環一環一環でででで、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用しししし、、、、
23232323年年年年からからからから24242424年年年年までまでまでまでＥＶＥＶＥＶＥＶバスバスバスバス12121212台台台台をををを製造製造製造製造しししし、、、、実証運用実証運用実証運用実証運用をををを通通通通してしてしてして、、、、経費検証経費検証経費検証経費検証やややや量産体制量産体制量産体制量産体制のののの予定予定予定予定とととと
なっていたなっていたなっていたなっていた。。。。ところがところがところがところが、、、、2013201320132013年年年年までまでまでまで約約約約３３３３億円億円億円億円をををを費費費費やしやしやしやし、ＥＶ、ＥＶ、ＥＶ、ＥＶバスバスバスバス２２２２台台台台をををを製造製造製造製造しししし、、、、そのそのそのその事業事業事業事業をををを終了終了終了終了
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するとのことであるするとのことであるするとのことであるするとのことである。。。。以下以下以下以下、、、、次次次次のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((1111)))) 事業終了事業終了事業終了事業終了のののの理由理由理由理由ににににバスバスバスバス製造製造製造製造のののの費用費用費用費用がががが高高高高くくくく採算性採算性採算性採算性がががが見込見込見込見込めなかったとしているがめなかったとしているがめなかったとしているがめなかったとしているが、、、、当初計当初計当初計当初計
画画画画でのでのでのでの費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果のののの積算根拠積算根拠積算根拠積算根拠はどうなっていたかはどうなっていたかはどうなっていたかはどうなっていたか。。。。

((((2222)))) ＥＶＥＶＥＶＥＶバスバスバスバスのののの導入導入導入導入ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減削減削減削減などなどなどなど環境負荷削減環境負荷削減環境負荷削減環境負荷削減ののの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目的目的目的目的があったとがあったとがあったとがあったと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、今今今今
後後後後のののの推進体制推進体制推進体制推進体制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。。。。

6666 路線路線路線路線バスバスバスバス網再編網再編網再編網再編についてについてについてについて
　　　　一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市――――沖縄市間沖縄市間沖縄市間沖縄市間ののののバスレーンバスレーンバスレーンバスレーンによるによるによるによる基幹基幹基幹基幹バスバスバスバス再編計画再編計画再編計画再編計画はははは、、、、ババババ
スレーンスレーンスレーンスレーン延長延長延長延長によるによるによるによる渋滞渋滞渋滞渋滞のののの激化激化激化激化をををを懸念懸念懸念懸念しししし、、、、県警県警県警県警がががが難色難色難色難色をををを示示示示しているとされるがしているとされるがしているとされるがしているとされるが、、、、このこのこのこの解決策解決策解決策解決策
にににに向向向向けてのけてのけてのけての協議協議協議協議とととと実施時期実施時期実施時期実施時期のめどはあるかのめどはあるかのめどはあるかのめどはあるか。。。。

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09090909    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 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに関関関関するするするする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
　　　　自民党沖縄県選出国会議員及自民党沖縄県選出国会議員及自民党沖縄県選出国会議員及自民党沖縄県選出国会議員及びびびび自民党沖縄県連自民党沖縄県連自民党沖縄県連自民党沖縄県連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へのへのへのへの公約変更公約変更公約変更公約変更がががが
知事知事知事知事のののの判断判断判断判断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ついてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイについてについてについてについて
　　　　県基地対策課県基地対策課県基地対策課県基地対策課はははは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに追加配備追加配備追加配備追加配備されされされされ、、、、24242424機体制機体制機体制機体制になったになったになったになっ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運用違運用違運用違運用違
反飛行反飛行反飛行反飛行がががが172172172172件件件件にににに上上上上るとのるとのるとのるとの10101010月速報値月速報値月速報値月速報値をまとめているをまとめているをまとめているをまとめている。。。。速報値速報値速報値速報値のののの分析結果分析結果分析結果分析結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、オスオスオスオス
プレイプレイプレイプレイのののの運用実態運用実態運用実態運用実態、、、、県外訓練県外訓練県外訓練県外訓練によるによるによるによる負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のののの実効性等実効性等実効性等実効性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見解見解見解見解をををを示示示示されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((3333)))) 時間帯補正等価騒音時間帯補正等価騒音時間帯補正等価騒音時間帯補正等価騒音レベルレベルレベルレベル（Ｌｄｅｎ）（Ｌｄｅｎ）（Ｌｄｅｎ）（Ｌｄｅｎ）についてについてについてについて
　　　　今年今年今年今年４４４４月月月月からからからから航空機騒音航空機騒音航空機騒音航空機騒音のののの測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・評価指標評価指標評価指標評価指標がががが変更変更変更変更されされされされ、、、、従来従来従来従来ののののＷＷＷＷ値値値値にかわりにかわりにかわりにかわり、、、、時時時時
間帯補正等価騒音間帯補正等価騒音間帯補正等価騒音間帯補正等価騒音レベルレベルレベルレベル（Ｌｄｅｎ）（Ｌｄｅｎ）（Ｌｄｅｎ）（Ｌｄｅｎ）がががが採用採用採用採用されているされているされているされている。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴いいいい基準値自体基準値自体基準値自体基準値自体もももも変更変更変更変更されされされされ
るようだるようだるようだるようだ。。。。測定方法測定方法測定方法測定方法がががが変更変更変更変更になったになったになったになった理由理由理由理由、、、、背景等背景等背景等背景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。。。。

((((4444)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地へのへのへのへのＰＰＰＰ８８８８配備配備配備配備についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる10101010月月月月３３３３日日日日のののの日米安全保障協議委員会日米安全保障協議委員会日米安全保障協議委員会日米安全保障協議委員会（（（（２２２２プラスプラスプラスプラス２２２２））））合意合意合意合意をををを受受受受けけけけ、、、、12121212月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降、、、、嘉手嘉手嘉手嘉手
納基地納基地納基地納基地ののののＰＰＰＰ３３３３ＣＣＣＣのののの換装換装換装換装（（（（機種交代機種交代機種交代機種交代））））としてとしてとしてとして、Ｐ、Ｐ、Ｐ、Ｐ８８８８ＡＡＡＡ哨戒機哨戒機哨戒機哨戒機６６６６機機機機がががが嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地にににに配備配備配備配備されることされることされることされること
がががが発表発表発表発表されたされたされたされた。。。。爆音爆音爆音爆音がががが一層激化一層激化一層激化一層激化するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと周辺地域住民周辺地域住民周辺地域住民周辺地域住民からからからから不安不安不安不安のののの声声声声があるががあるががあるががあるが
県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 宮城島宮城島宮城島宮城島におけるにおけるにおけるにおけるＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ処理施設立地計画処理施設立地計画処理施設立地計画処理施設立地計画についてについてについてについて

((((1111)))) うるまうるまうるまうるま市与那城市与那城市与那城市与那城のののの宮城島宮城島宮城島宮城島ででででＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢをををを含含含含むむむむ変圧器変圧器変圧器変圧器やややや蓄電器蓄電器蓄電器蓄電器などをなどをなどをなどを回収回収回収回収しししし中間処理中間処理中間処理中間処理をするをするをするをする施施施施
設設設設をををを立地立地立地立地するするするする計画計画計画計画がががが浮上浮上浮上浮上しししし、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民はははは環境環境環境環境にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響、、、、健康被害健康被害健康被害健康被害、、、、風評被害風評被害風評被害風評被害などなどなどなど不不不不
安安安安をををを訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。立地計画立地計画立地計画立地計画やややや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県県県県はははは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、、、、事実関係事実関係事実関係事実関係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 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09090909    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 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 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

((((1111)))) 名護市長名護市長名護市長名護市長からのからのからのからの「「「「公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認にににに関関関関するするするする意見意見意見意見」」」」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。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府・・・・自民党自民党自民党自民党によるによるによるによる「「「「普天間固定化普天間固定化普天間固定化普天間固定化」」」」強要強要強要強要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。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事のののの「「「「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」」」」のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは民意民意民意民意となっているとなっているとなっているとなっている。。。。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

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ飛行違反飛行違反飛行違反飛行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

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回へのへのへのへの道筋道筋道筋道筋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 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ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)))) 事業計画事業計画事業計画事業計画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)))) 建設建設建設建設にににに適合適合適合適合するするするする立地条件立地条件立地条件立地条件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)))) 附帯附帯附帯附帯するするするする諸施設諸施設諸施設諸施設についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 西原西原西原西原・・・・与那原与那原与那原与那原マリンタウンマリンタウンマリンタウンマリンタウン地区県有地地区県有地地区県有地地区県有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現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 新新新新たなたなたなたな公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステム導入導入導入導入についてについてについてについて

((((1111)))) ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴをををを含含含含むむむむ鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入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)))) フランスフランスフランスフランス((((ストラスブールストラスブールストラスブールストラスブール都市共同体都市共同体都市共同体都市共同体))))ののののトラムトラムトラムトラム導入導入導入導入のののの成果認識成果認識成果認識成果認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの飛行運用制限飛行運用制限飛行運用制限飛行運用制限についてについてについてについて

((((1111)))) 大型船舶等大型船舶等大型船舶等大型船舶等のののの通過時通過時通過時通過時のののの飛行制限飛行制限飛行制限飛行制限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。。。。
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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09090909    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 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（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)))) 知事知事知事知事はははは、、、、政治家政治家政治家政治家のののの公約公約公約公約についてどうについてどうについてどうについてどう考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。

((((2222)))) 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、、、、県議会議員県議会議員県議会議員県議会議員のののの県外県外県外県外のののの方針方針方針方針はははは選挙時選挙時選挙時選挙時のののの公約公約公約公約。。。。そのそのそのその時点時点時点時点ではではではでは目目目目をつぶりをつぶりをつぶりをつぶり
当選後当選後当選後当選後にににに強固強固強固強固なななな圧力圧力圧力圧力をかけをかけをかけをかけ翻意翻意翻意翻意させることはさせることはさせることはさせることは、、、、民主国家民主国家民主国家民主国家としてとしてとしてとして政党政党政党政党としてあるまじきことだとしてあるまじきことだとしてあるまじきことだとしてあるまじきことだ
とととと思思思思うがうがうがうが、、、、自民党本部自民党本部自民党本部自民党本部、、、、政府政府政府政府にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「政治家政治家政治家政治家がががが党本部党本部党本部党本部やややや政府政府政府政府のののの言言言言いなりになったいなりになったいなりになったいなりになった。」。」。」。」とととと選挙選挙選挙選挙のののの意義意義意義意義、、、、投票投票投票投票のののの意味意味意味意味がなくなったとがなくなったとがなくなったとがなくなったと
県民県民県民県民のののの選挙意識選挙意識選挙意識選挙意識のののの低下低下低下低下、、、、政治不信政治不信政治不信政治不信のののの加速化加速化加速化加速化がががが危惧危惧危惧危惧されるされるされるされる。。。。知事知事知事知事としてどうとしてどうとしてどうとしてどう払拭払拭払拭払拭していくしていくしていくしていく考考考考
えかえかえかえか。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減にににに全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組むというがむというがむというがむというが、、、、このほどこのほどこのほどこのほど出出出出されたされたされたされた軍転協要請軍転協要請軍転協要請軍転協要請
へのへのへのへの回答回答回答回答はははは従来従来従来従来のののの方針方針方針方針のののの域域域域をををを越越越越えていないようだえていないようだえていないようだえていないようだ。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事ののののハワイハワイハワイハワイ訪問訪問訪問訪問についてについてについてについて

((((1111)))) 知事公室長知事公室長知事公室長知事公室長にににに続続続続きききき州知事州知事州知事州知事とのとのとのとの面談面談面談面談でででで州知事州知事州知事州知事のののの並並並並々々々々ならぬならぬならぬならぬ決意決意決意決意をををを伺伺伺伺えたとえたとえたとえたと思思思思うううう。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと
してしてしてして次次次次ののののステージステージステージステ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考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

3333 返還基地返還基地返還基地返還基地のののの環境回復環境回復環境回復環境回復のののの実現実現実現実現についてについてについてについて
　　　　嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの基地返還基地返還基地返還基地返還がががが決決決決まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、そのそのそのその環境回復環境回復環境回復環境回復についてについてについてについて重要重要重要重要なななな課題課題課題課題がががが山積山積山積山積であであであであ
るるるる。。。。韓国韓国韓国韓国のののの事例事例事例事例をををを参考参考参考参考にしにしにしにし、、、、打開策打開策打開策打開策をををを図図図図るべきるべきるべきるべき。。。。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。。。。

((((1111)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定、、、、韓米地位協定韓米地位協定韓米地位協定韓米地位協定もそのもそのもそのもその４４４４条第条第条第条第１１１１項項項項でででで米国米国米国米国にににに対対対対しししし原状回復義務原状回復義務原状回復義務原状回復義務をををを免除免除免除免除していしていしていしてい
るるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、韓国韓国韓国韓国においてはにおいてはにおいてはにおいては「「「「責任責任責任責任はははは米側米側米側米側にあるにあるにあるにある」」」」とととと共同環境評価手続共同環境評価手続共同環境評価手続共同環境評価手続をををを確立確立確立確立しししし実行実行実行実行してしてしてして
いるいるいるいる。。。。解釈解釈解釈解釈のののの差差差差をををを検証検証検証検証しししし日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに制定制定制定制定をををを強強強強くくくく求求求求めていくべきだとめていくべきだとめていくべきだとめていくべきだ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。。。。

((((2222)))) 日本政府日本政府日本政府日本政府にににに対対対対してはしてはしてはしては当面当面当面当面のののの肩肩肩肩がわりをがわりをがわりをがわりを現実的現実的現実的現実的としとしとしとし、、、、円滑円滑円滑円滑なななな浄化作業浄化作業浄化作業浄化作業ができるようができるようができるようができるよう、、、、完全完全完全完全なななな
土地利用履歴土地利用履歴土地利用履歴土地利用履歴データデータデータデータのののの提供提供提供提供をををを求求求求めることをめることをめることをめることを強強強強くくくく要求要求要求要求すべきだがどうかすべきだがどうかすべきだがどうかすべきだがどうか。。。。

((((3333)))) 土地使用履歴情報土地使用履歴情報土地使用履歴情報土地使用履歴情報をををを日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会でででで明明明明らかにさせるらかにさせるらかにさせるらかにさせる。。。。土壌汚染情報土壌汚染情報土壌汚染情報土壌汚染情報はははは軍事機密軍事機密軍事機密軍事機密ではではではでは
ないことをないことをないことをないことを強強強強くくくく主張主張主張主張すべきだがどうかすべきだがどうかすべきだがどうかすべきだがどうか。。。。

4444 ＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処分処分処分処分についてについてについてについて

((((1111)))) 恩納村自衛隊基地恩納村自衛隊基地恩納村自衛隊基地恩納村自衛隊基地にににに保管保管保管保管されていたされていたされていたされていたＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理がががが始始始始まったまったまったまった。。。。処理予算処理予算処理予算処理予算、、、、期間期間期間期間、、、、運運運運
びびびび出出出出ししししルートルートルートルート、、、、安全対策安全対策安全対策安全対策、、、、地域地域地域地域へのへのへのへの周知方法周知方法周知方法周知方法をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) うるまうるまうるまうるま市宮城島市宮城島市宮城島市宮城島にににに民間民間民間民間ののののＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ処理施設計画処理施設計画処理施設計画処理施設計画があるがあるがあるがある。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 アスベストアスベストアスベストアスベスト健康被害相談健康被害相談健康被害相談健康被害相談についてについてについてについて

((((1111)))) ３３３３年間年間年間年間のののの相談実績相談実績相談実績相談実績、、、、訴訟訴訟訴訟訴訟、、、、認定状況認定状況認定状況認定状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 性暴力対策性暴力対策性暴力対策性暴力対策についてについてについてについて

((((1111)))) ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターについてについてについてについて検討会議検討会議検討会議検討会議がががが終結終結終結終結しししし、、、、病院拠点病院拠点病院拠点病院拠点でででで365365365365日日日日、、、、24242424時間対応時間対応時間対応時間対応とととと
いういういういう方向性方向性方向性方向性がまとまったがまとまったがまとまったがまとまった。。。。

ｱｱｱｱ 運営主体運営主体運営主体運営主体はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか。。。。

ｲｲｲｲ 26262626年設立年設立年設立年設立にににに向向向向けてけてけてけて関係関係関係関係するするするする部部部部ごとのごとのごとのごとの取取取取りりりり組組組組みみみみ方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう（（（（環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部、、、、福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部、、、、警警警警
察本部察本部察本部察本部、、、、他他他他）。）。）。）。

((((2222)))) 性暴力性暴力性暴力性暴力をををを許許許許さないさないさないさない、、、、加害者加害者加害者加害者をつくらないをつくらないをつくらないをつくらない、、、、再犯再犯再犯再犯をををを防止防止防止防止するするするする。。。。そのためのそのためのそのためのそのための加害者加害者加害者加害者のののの啓発啓発啓発啓発、、、、教教教教
育育育育、、、、更正更正更正更正プログラムプログラムプログラムプログラムのののの実施状況実施状況実施状況実施状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 子供子供子供子供のののの性的虐待性的虐待性的虐待性的虐待についてについてについてについて、、、、そのそのそのその発見発見発見発見、、、、対処方法対処方法対処方法対処方法がががが難難難難しいようだがしいようだがしいようだがしいようだが、、、、県県県県のののの実態実態実態実態、、、、全国比全国比全国比全国比、、、、
対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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7777 学校法人学校法人学校法人学校法人アミークスアミークスアミークスアミークス国際学園国際学園国際学園国際学園についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学とととと対対対対になるになるになるになるプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとととと位置位置位置位置づけてづけてづけてづけて政策的政策的政策的政策的なななな事業事業事業事業としてとしてとしてとして設立設立設立設立ささささ
れたれたれたれた「「「「学校法人学校法人学校法人学校法人アミークスアミークスアミークスアミークス国際学園国際学園国際学園国際学園」」」」だがだがだがだが、、、、そのそのそのその趣旨目的趣旨目的趣旨目的趣旨目的にににに沿沿沿沿ったったったった運営運営運営運営がなされているがなされているがなされているがなされている
かかかか、、、、３３３３年間年間年間年間のののの実態実態実態実態、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの不登校問題不登校問題不登校問題不登校問題についてについてについてについて

((((1111)))) 過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの実態実態実態実態とととと全国比全国比全国比全国比、、、、対応策対応策対応策対応策についてについてについてについて

9999 ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ関連施設関連施設関連施設関連施設のののの事業化事業化事業化事業化がががが取取取取りりりり組組組組まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、県県県県がががが検証検証検証検証をしているをしているをしているをしているカジノカジノカジノカジノ施設施設施設施設とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 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09090909    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 新田新田新田新田　　　　宜明宜明宜明宜明（（（（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)))) 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

ｱｱｱｱ 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沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部へのへのへのへの移設移設移設移設にににに対対対対するするするする名護市長名護市長名護市長名護市長のののの「「「「公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認
申請書申請書申請書申請書にににに関関関関するするするする意見意見意見意見」」」」のののの受受受受けとめとけとめとけとめとけとめと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事のののの公約公約公約公約「「「「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めるめるめる」」」」理由理由理由理由についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案がががが強行強行強行強行されたされたされたされた場合場合場合場合にににに懸念懸念懸念懸念されることについてされることについてされることについてされることについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンにににに描描描描かれているかれているかれているかれている理念理念理念理念とととと目標目標目標目標、、、、施策施策施策施策のののの中中中中でででで、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題をどのようにをどのようにをどのようにをどのように解解解解
決決決決するするするするビジョンビジョンビジョンビジョンをををを描描描描いているのかいているのかいているのかいているのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 米軍専用施設米軍専用施設米軍専用施設米軍専用施設のののの74747474％％％％以上以上以上以上をををを抱抱抱抱えるえるえるえる沖縄沖縄沖縄沖縄にとってにとってにとってにとって、「、「、「、「特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案」」」」はははは、、、、外交外交外交外交・・・・防衛防衛防衛防衛
上上上上のののの「「「「秘密秘密秘密秘密」」」」をををを理由理由理由理由にににに、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに県民県民県民県民のののの「「「「平和的生存権平和的生存権平和的生存権平和的生存権」」」」がががが脅脅脅脅かされるおそれがあかされるおそれがあかされるおそれがあかされるおそれがあ
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医師不足医師不足医師不足医師不足のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの施策施策施策施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。。。。

ｲｲｲｲ 看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの施策施策施策施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。。。。

ｳｳｳｳ スタッフスタッフスタッフスタッフ不足不足不足不足のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの施策施策施策施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 道路行政道路行政道路行政道路行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県道県道県道県道11111111号号号号、、、、68686868号線号線号線号線のののの整備計画整備計画整備計画整備計画のののの進進進進状況状況状況状況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うううう。。。。

((((2222)))) 県道県道県道県道７７７７号線号線号線号線（（（（字豊見城字豊見城字豊見城字豊見城、、、、小禄間小禄間小禄間小禄間））））のののの整備見直整備見直整備見直整備見直しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 河川行政河川行政河川行政河川行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国場川水系河川整備計画国場川水系河川整備計画国場川水系河川整備計画国場川水系河川整備計画（（（（饒波川饒波川饒波川饒波川））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 計画策定年月計画策定年月計画策定年月計画策定年月とととと整備計画年次整備計画年次整備計画年次整備計画年次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 河川整備河川整備河川整備河川整備のののの基本理念基本理念基本理念基本理念のののの認識認識認識認識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 「「「「策定後策定後策定後策定後、、、、新新新新たなたなたなたな知見知見知見知見・・・・技術技術技術技術のののの進歩等進歩等進歩等進歩等のののの変化変化変化変化によりによりによりにより、、、、適宜見直適宜見直適宜見直適宜見直しをしをしをしを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。」。」。」。」とさとさとさとさ
れているがれているがれているがれているが、、、、該当該当該当該当するするするする状況状況状況状況のののの変化変化変化変化、、、、有無有無有無有無についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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09090909    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 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（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 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ににに関関関関するするするする県県県県のののの認識認識認識認識についてについてについてについて

((((1111)))) 生活環境生活環境生活環境生活環境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

ｱｱｱｱ 予測予測予測予測されるされるされるされる大気汚染物質大気汚染物質大気汚染物質大気汚染物質についてについてについてについて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。。。。

ｲｲｲｲ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備によるによるによるによる、、、、民間地域民間地域民間地域民間地域をををを初初初初めとしめとしめとしめとし国立沖縄工業高等専門学校国立沖縄工業高等専門学校国立沖縄工業高等専門学校国立沖縄工業高等専門学校、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校、、、、
リゾートリゾートリゾートリゾート施設等施設等施設等施設等におけるにおけるにおけるにおける騒音騒音騒音騒音やややや低周波音等低周波音等低周波音等低周波音等のののの影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう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。。。。

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離陸離陸離陸離陸にににに当当当当たりたりたりたりオーバーランオーバーランオーバーランオーバーラン帯帯帯帯をををを使用使用使用使用することもすることもすることもすることも想定想定想定想定されているがそのされているがそのされているがそのされているがその際辺際辺際辺際辺
野古集落野古集落野古集落野古集落へはどのへはどのへはどのへはどの程度接近程度接近程度接近程度接近するかするかするかするか、、、、またそのまたそのまたそのまたその騒音等騒音等騒音等騒音等によるによるによるによ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。。。。

((((2222)))) 災害時及災害時及災害時及災害時及びびびび台風時台風時台風時台風時ののの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

ｱｱｱｱ 沖縄県津波被害想定調査沖縄県津波被害想定調査沖縄県津波被害想定調査沖縄県津波被害想定調査のののの津波浸水予想図津波浸水予想図津波浸水予想図津波浸水予想図ではではではでは、、、、本県本県本県本県でででで起起起起こりこりこりこり得得得得るるるる最大最大最大最大クラスクラスクラスクラス（（（（マグニマグニマグニマグニ
チュードチュードチュードチュード7777....8888からからからから9999....0000））））のののの地震地震地震地震によるによるによるによる津波津波津波津波ではではではでは新基地周辺地域新基地周辺地域新基地周辺地域新基地周辺地域へのへのへのへの影響影響影響影響はどうはどうはどうはどう想定想定想定想定されるされるされるされる
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 新基地周辺新基地周辺新基地周辺新基地周辺のののの河川河川河川河川やややや集落集落集落集落のののの台風時台風時台風時台風時のののの影響影響影響影響はどうはどうはどうはどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

2222 「「「「特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案」」」」成立成立成立成立によるによるによるによる県民県民県民県民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見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

3333 八重山教科書選定問題八重山教科書選定問題八重山教科書選定問題八重山教科書選定問題についてについてについてについて

((((1111)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの県県県県ののののスタンススタンススタンススタンス、、、、これからのこれからのこれからのこれからの方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

4444 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のののの計画計画計画計画とととと今後今後今後今後のののの行動行動行動行動プランプランプランプランをををを示示示示されたいされたいされたいされたい、、、、またまたまたまた国国国国のののの「「「「待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化
プランプランプランプラン」」」」のののの活用計画活用計画活用計画活用計画についてもについてもについてもについても問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 今回今回今回今回のののの待機児童解消基金待機児童解消基金待機児童解消基金待機児童解消基金（（（（30303030億円億円億円億円））））のののの目的目的目的目的とととと市町村市町村市町村市町村のののの活用内容活用内容活用内容活用内容をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消のためにはのためにはのためにはのためには保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保がががが必須必須必須必須であるであるであるである、、、、どのようにどのようにどのようにどのように確保確保確保確保していくかしていくかしていくかしていくか。。。。

5555 健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活についてについてについてについて

((((1111)))) 2040204020402040年年年年までにまでにまでにまでに各世代各世代各世代各世代のののの死亡率死亡率死亡率死亡率がががが男性男性男性男性でででで30303030％、％、％、％、女性女性女性女性でででで25252525％％％％減少減少減少減少するためにはするためにはするためにはするためには今後年今後年今後年今後年１１１１％％％％
ずつずつずつずつ、、、、死亡率死亡率死亡率死亡率がががが減少減少減少減少しししし続続続続けることがけることがけることがけることが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる、、、、専門性専門性専門性専門性、、、、継続性継続性継続性継続性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた人的配置等人的配置等人的配置等人的配置等をををを
しっかりしなければならないしっかりしなければならないしっかりしなければならないしっかりしなければならない。。。。決意決意決意決意をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 人口人口人口人口10101010万人当万人当万人当万人当たりのたりのたりのたりの保健師数保健師数保健師数保健師数はははは全国何位全国何位全国何位全国何位かかかか、、、、またまたまたまた市町村常勤栄養士配置割合市町村常勤栄養士配置割合市町村常勤栄養士配置割合市町村常勤栄養士配置割合はどうはどうはどうはどう
かかかか。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後、、、、計画計画計画計画をををを実行実行実行実行するするするする上上上上でででで人材人材人材人材ののののニーズニーズニーズニーズ、、、、配置配置配置配置、、、、育成計画育成計画育成計画育成計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 食品偽装問題食品偽装問題食品偽装問題食品偽装問題にににに関連関連関連関連してしてしてして

((((1111)))) 問題発覚問題発覚問題発覚問題発覚をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ本県本県本県本県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような対策対策対策対策をををを検討検討検討検討しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 一例一例一例一例だがだがだがだが、、、、県内県内県内県内ののののレストランレストランレストランレストランでででで「「「「アグーアグーアグーアグー」」」」料理料理料理料理をををを売売売売りにしているりにしているりにしているりにしている店舗店舗店舗店舗をををを多多多多くくくく見見見見かけるがどのよかけるがどのよかけるがどのよかけるがどのよ
うにうにうにうにチェックチェックチェックチェックしているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 「「「「アグーアグーアグーアグー」」」」とととと「「「「あぐあぐあぐあぐーーーー」」」」についてについてについてについて消費者消費者消費者消費者にわかりやすいにわかりやすいにわかりやすいにわかりやすい表示表示表示表示にしていくにしていくにしていくにしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがえるがえるがえるが
どうかどうかどうかどうか。。。。
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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09090909    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 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)))) 米軍普天間基地問題米軍普天間基地問題米軍普天間基地問題米軍普天間基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県民総意県民総意県民総意県民総意でででで辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設反対移設反対移設反対移設反対をををを表明表明表明表明しているのにしているのにしているのにしているのに、、、、なぜなぜなぜなぜ、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは公約公約公約公約をほごをほごをほごをほご
にさせてまでにさせてまでにさせてまでにさせてまで力力力力ずくでずくでずくでずくで押押押押しつけてくるのかしつけてくるのかしつけてくるのかしつけてくるのか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 戦後戦後戦後戦後からからからから今日今日今日今日までのまでのまでのまでの米軍人関係米軍人関係米軍人関係米軍人関係によるによるによるによる犯罪犯罪犯罪犯罪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。。。。

((((2222)))) 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たしたしたした。。。。そしてそしてそしてそして日日日日
米合意米合意米合意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るしめているしめているしめている。。。。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、、、、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るべきをとるべきをとるべきをとるべき
ではないかではないかではないかではないか。。。。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。。。。

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についてについてについてについて

((((1111)))) 環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部がががが48484848件件件件のののの不備不備不備不備をををを指摘指摘指摘指摘したしたしたした意見書意見書意見書意見書をををを出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその主主主主なななな内容内容内容内容をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((2222)))) 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あるじゅうりんするものであるじゅうりんするものであるじゅうりんするものである。。。。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 選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約についてについてについてについて

((((1111)))) 政治家政治家政治家政治家のののの公約公約公約公約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認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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例沖縄県公害防止条例沖縄県公害防止条例沖縄県公害防止条例
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)))) 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うはそれをどうはそれをどうはそれをどう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)))) 八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題にににに見見見見られるられるられるられる文部行政文部行政文部行政文部行政はははは、、、、帝国憲法下帝国憲法下帝国憲法下帝国憲法下のののの国家統制国家統制国家統制国家統制のののの復活復活復活復活をををを思思思思わせるわせるわせるわせる。。。。
許許許許してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。戦後戦後戦後戦後のののの民主教育民主教育民主教育民主教育のののの３３３３原則原則原則原則はははは何何何何かかかか。。。。そのそのそのその立場立場立場立場でででで対処対処対処対処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えるえるえる
がががが、、、、所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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についてについてについて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)))) 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)))) 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事はははは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ないわれていないわれていないわれていない。。。。そのためのそのためのそのためのそのための工事工事工事工事をするをするをするをする
とととと、、、、新新新新たなたなたなたな財政負担財政負担財政負担財政負担はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

((((2222)))) 自然再生事業自然再生事業自然再生事業自然再生事業によるによるによるによる泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの再生再生再生再生をををを図図図図るべきとるべきとるべきとるべき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。。。。

7777 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


