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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26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202月月月月28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 20202020分分分分 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 公明党公明党公明党公明党はははは、、、、今年結党今年結党今年結党今年結党50505050周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。立党精神立党精神立党精神立党精神はははは「「「「大衆大衆大衆大衆とととと共共共共にににに語語語語りりりり、、、、大衆大衆大衆大衆のためにのためにのためにのために戦戦戦戦いいいい、、、、
大衆大衆大衆大衆のののの中中中中にににに死死死死んでいくんでいくんでいくんでいく」」」」とととと、、、、常常常常にににに大衆大衆大衆大衆とととと共共共共にににに歩歩歩歩んできたんできたんできたんできた。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対はははは
大衆大衆大衆大衆のののの声声声声でありでありでありであり、、、、県民県民県民県民のののの声声声声であるとであるとであるとであると考考考考ええええ、、、、知事知事知事知事のののの判断埋立不承認判断埋立不承認判断埋立不承認判断埋立不承認をををを求求求求めてきためてきためてきためてきた。。。。しかしなしかしなしかしなしかしな
がらがらがらがら、、、、知事知事知事知事のののの判断埋立承認判断埋立承認判断埋立承認判断埋立承認となりとなりとなりとなり、、、、誠誠誠誠にににに残念残念残念残念でありでありでありであり、、、、県民世論県民世論県民世論県民世論をををを無視無視無視無視したとしたとしたとしたと言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得
ないないないない。。。。知事知事知事知事のののの判断判断判断判断にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯とととと県民世論県民世論県民世論県民世論にににに対対対対するするするする考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県内全市町村長県内全市町村長県内全市町村長県内全市町村長やややや議会議長議会議長議会議長議会議長らがらがらがらが署名署名署名署名しししし、、、、昨年昨年昨年昨年１１１１月月月月にににに安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相にににに提出提出提出提出したしたしたした建白書建白書建白書建白書についについについについ
てててて、、、、政府政府政府政府はははは請願書請願書請願書請願書としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、行政文書行政文書行政文書行政文書としてとしてとしてとして処理処理処理処理しししし、、、、来年来年来年来年４４４４月以降月以降月以降月以降にににに廃棄廃棄廃棄廃棄されようとされようとされようとされようと
しているがしているがしているがしているが、、、、国立公文書館国立公文書館国立公文書館国立公文書館にににに移管移管移管移管をををを求求求求めるめるめるめる声声声声もももも上上上上がっておりがっておりがっておりがっており、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 次年度次年度次年度次年度はははは仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの２２２２期目期目期目期目のののの最終年度最終年度最終年度最終年度となるとなるとなるとなる。。。。過去最高過去最高過去最高過去最高のののの予算案予算案予算案予算案にににに見見見見られるようにられるようにられるようにられるように、、、、
知事知事知事知事のののの意気込意気込意気込意気込みがみがみがみが伺伺伺伺えるえるえるえる。。。。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とととと所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 慶良間諸島慶良間諸島慶良間諸島慶良間諸島がががが国立公園国立公園国立公園国立公園にににに指定指定指定指定されることがされることがされることがされることが決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。自然景観自然景観自然景観自然景観のののの保全保全保全保全、、、、適正利活適正利活適正利活適正利活
用用用用、、、、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、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 「「「「那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港ターミナルターミナルターミナルターミナル地域整備計画地域整備計画地域整備計画地域整備計画」」」」のののの促進促進促進促進とととと臨空臨空臨空臨空、、、、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、、、、
自衛隊基地自衛隊基地自衛隊基地自衛隊基地のののの利活用利活用利活用利活用はははは可能可能可能可能かかかか。。。。知事知事知事知事はははは「「「「さらなるさらなるさらなるさらなる民間民間民間民間エリアエリアエリアエリアのののの拡充拡充拡充拡充にににに向向向向けけけけ、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊エリアエリアエリアエリア
のののの配置配置配置配置のののの最適化最適化最適化最適化をををを政府政府政府政府にににに求求求求めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります」」」」とととと、、、、知事提案説明要旨知事提案説明要旨知事提案説明要旨知事提案説明要旨にうたっているにうたっているにうたっているにうたっている。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((6666)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉がががが大詰大詰大詰大詰めをめをめをめを迎迎迎迎えているがえているがえているがえているが、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府はははは肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛とととと豚肉豚肉豚肉豚肉のののの譲歩案譲歩案譲歩案譲歩案のののの提示提示提示提示をををを検討検討検討検討しししし
ているとのことだがているとのことだがているとのことだがているとのことだが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農業関係者農業関係者農業関係者農業関係者はははは大大大大きなきなきなきな不安不安不安不安をををを抱抱抱抱いているいているいているいている。。。。県県県県のののの主要品目主要品目主要品目主要品目であるであるであるである
肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛とととと豚肉豚肉豚肉豚肉がががが大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを受受受受ければければければければ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの畜産業畜産業畜産業畜産業はははは成成成成りりりり立立立立たなくなるたなくなるたなくなるたなくなる。。。。特特特特にににに離島離島離島離島のののの
農業農業農業農業ははははサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビとととと畜産業畜産業畜産業畜産業でででで成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている。。。。離島離島離島離島のののの定住条件定住条件定住条件定住条件もももも、、、、脅脅脅脅かされかねないかされかねないかされかねないかされかねない状況状況状況状況
になるになるになるになる。。。。よってよってよってよって、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖、、、、肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛、、、、豚肉等豚肉等豚肉等豚肉等、、、、重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目のののの関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃からからからから除外除外除外除外するするするする行動行動行動行動をををを強力強力強力強力
にににに進進進進めるめるめるめる必要性必要性必要性必要性をををを訴訴訴訴ええええ、、、、知事知事知事知事のののの所見及所見及所見及所見及びびびび対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 教育委員会制度改革教育委員会制度改革教育委員会制度改革教育委員会制度改革にににに関関関関するするするする議論議論議論議論がががが、、、、政府政府政府政府、、、、与党間与党間与党間与党間でなされているがでなされているがでなされているがでなされているが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの議論議論議論議論やややや
改革案改革案改革案改革案にににに対対対対するするするする知事及知事及知事及知事及びびびび教育長教育長教育長教育長のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 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)))) 「「「「地域包括地域包括地域包括地域包括システムシステムシステムシステム」」」」のののの構築構築構築構築についてについてについてについて
　　　　2025202520252025年問題年問題年問題年問題、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代」」」」がががが全全全全てててて75757575歳以上歳以上歳以上歳以上のののの後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者になるになるになるになる。。。。政府政府政府政府はははは、、、、介介介介
護護護護がががが必要必要必要必要になってもになってもになってもになっても高齢者高齢者高齢者高齢者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた場所場所場所場所でででで暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる「「「「地域包括地域包括地域包括地域包括システムシステムシステムシステム」」」」のののの構築構築構築構築にににに
向向向向けけけけ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな議論議論議論議論をををを進進進進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についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内のののの2025202520252025年年年年のののの65656565歳歳歳歳、、、、75757575歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者はどのぐらいとはどのぐらいとはどのぐらいとはどのぐらいと予想予想予想予想されるかされるかされるかされるか。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県のののの「「「「地域包括地域包括地域包括地域包括システムシステムシステムシステム」」」」構築構築構築構築へへへへ向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 同同同同システムシステムシステムシステム構築構築構築構築にににに必要必要必要必要なななな施設施設施設施設、、、、例例例例えばえばえばえば小規模特別養護老人小規模特別養護老人小規模特別養護老人小規模特別養護老人ホームホームホームホーム等等等等のののの施設整備施設整備施設整備施設整備、、、、認認認認
知症知症知症知症のののの患者患者患者患者、、、、家族家族家族家族をををを支援支援支援支援するするするする施策施策施策施策などなどなどなど、、、、次年度次年度次年度次年度のののの予算予算予算予算にどうにどうにどうにどう反映反映反映反映されているかされているかされているかされているか。（。（。（。（具体具体具体具体
的的的的にににに））））またまたまたまた、、、、2025202520252025年年年年までのまでのまでのまでの計画等計画等計画等計画等についてもについてもについてもについても伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ４４４４月月月月のののの消費税率増税消費税率増税消費税率増税消費税率増税にににに伴伴伴伴うううう低所得者対策低所得者対策低所得者対策低所得者対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 低所得者向低所得者向低所得者向低所得者向けのけのけのけの臨時福祉給付金臨時福祉給付金臨時福祉給付金臨時福祉給付金のののの支給支給支給支給についてについてについてについて、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数やややや人数人数人数人数、、、、予算等予算等予算等予算等についてについてについてについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 子育子育子育子育てててて世帯向世帯向世帯向世帯向けのけのけのけの臨時特例給付金臨時特例給付金臨時特例給付金臨時特例給付金についてもについてもについてもについても、、、、世帯数世帯数世帯数世帯数やややや人数人数人数人数、、、、予算等予算等予算等予算等についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。
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ｳｳｳｳ 上記上記上記上記のののの給付金受給付金受給付金受給付金受けけけけ取取取取りにはりにはりにはりには、、、、申請手続申請手続申請手続申請手続がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、対象者対象者対象者対象者へのへのへのへの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 児童虐待防止対策児童虐待防止対策児童虐待防止対策児童虐待防止対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 児童相談所等児童相談所等児童相談所等児童相談所等でのでのでのでの児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待にににに関関関関するするするする相談件数相談件数相談件数相談件数のののの推移推移推移推移とととと対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、例例例例えばえばえばえば相談機相談機相談機相談機
能強化能強化能強化能強化やややや児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援センターセンターセンターセンターのののの建設建設建設建設、、、、児童養護施設等児童養護施設等児童養護施設等児童養護施設等のののの耐震化耐震化耐震化耐震化ややややスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラーのののの
設置等設置等設置等設置等についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 里親里親里親里親ややややファミリーホームファミリーホームファミリーホームファミリーホームへのへのへのへの委託状況委託状況委託状況委託状況やややや、、、、小規模小規模小規模小規模グループホームグループホームグループホームグループホームややややグループホームグループホームグループホームグループホーム等等等等にににに
ついてついてついてついて

((((4444)))) 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、、、、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事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、広域相談専門員広域相談専門員広域相談専門員広域相談専門員のののの配配配配
置状況置状況置状況置状況、、、、調整委員会調整委員会調整委員会調整委員会のののの設置状況設置状況設置状況設置状況、、、、相談件数等相談件数等相談件数等相談件数等についてについてについてについて

((((5555)))) 子供子供子供子供のののの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題についてについてについてについて
　　　　貧貧貧貧しいしいしいしい家庭家庭家庭家庭のののの子供子供子供子供へのへのへのへの支援支援支援支援をををを、、、、国国国国のののの責務責務責務責務とするとするとするとする「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困対策推進法貧困対策推進法貧困対策推進法貧困対策推進法」」」」がががが先月先月先月先月、、、、１１１１
月月月月17171717日日日日にににに施行施行施行施行されましたされましたされましたされました。。。。同法同法同法同法ではではではでは、、、、相対的貧困率相対的貧困率相対的貧困率相対的貧困率のののの改善改善改善改善やややや教育支援教育支援教育支援教育支援などをなどをなどをなどを総合的総合的総合的総合的にににに
推進推進推進推進するするするする大綱大綱大綱大綱のののの策定策定策定策定、、、、関係閣僚関係閣僚関係閣僚関係閣僚によるによるによるによる子供子供子供子供のののの貧困対策会議貧困対策会議貧困対策会議貧困対策会議のののの設置設置設置設置やややや、、、、対策対策対策対策のののの進進進進状況状況状況状況
のののの年年年年１１１１回回回回のののの公表公表公表公表がががが予定予定予定予定されされされされ、、、、都道府県都道府県都道府県都道府県にもにもにもにも大綱大綱大綱大綱にににに基基基基づきづきづきづき、、、、子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策のののの計画計画計画計画づくりづくりづくりづくり
のののの努力義務努力義務努力義務努力義務がががが果果果果たされることになっておりますたされることになっておりますたされることになっておりますたされることになっております。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、今後今後今後今後のののの子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 本県本県本県本県のののの「「「「絶対的貧困率絶対的貧困率絶対的貧困率絶対的貧困率」「」「」「」「相対的貧困率相対的貧困率相対的貧困率相対的貧困率」」」」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いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「貧困貧困貧困貧困のののの連鎖連鎖連鎖連鎖」」」」をををを断断断断ちちちち切切切切るためのるためのるためのるための子供子供子供子供へのへのへのへの教育支援教育支援教育支援教育支援、、、、親親親親へのへのへのへの就労支援就労支援就労支援就労支援、、、、生活支援生活支援生活支援生活支援などのなどのなどのなどの
対策対策対策対策がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だがだがだがだが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 14141414年度年度年度年度のののの国国国国のののの予算案予算案予算案予算案にはにはにはには、、、、高校生向高校生向高校生向高校生向けにけにけにけに返済不要返済不要返済不要返済不要のののの給付型奨学金給付型奨学金給付型奨学金給付型奨学金のののの創設創設創設創設がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まままま
れているとれているとれているとれていると聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。新高校新高校新高校新高校１１１１年生年生年生年生のののの家庭家庭家庭家庭のうちのうちのうちのうち、、、、年収年収年収年収250250250250万円未満万円未満万円未満万円未満のののの場合場合場合場合がががが対象対象対象対象とととと
なりなりなりなり、、、、またまたまたまた大学生大学生大学生大学生などへのなどへのなどへのなどへの無利子奨学金無利子奨学金無利子奨学金無利子奨学金のののの貸与人員貸与人員貸与人員貸与人員もももも、、、、２２２２万万万万6000600060006000人増加人増加人増加人増加されるとのことでされるとのことでされるとのことでされるとのことで
すがすがすがすが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの予算予算予算予算がががが本県本県本県本県のののの新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算にににに反映反映反映反映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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 沖縄県手話言語条例沖縄県手話言語条例沖縄県手話言語条例沖縄県手話言語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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 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)))) 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のののの設置設置設置設置についてについてについてについて
　　　　国国国国はははは医師不足解消医師不足解消医師不足解消医師不足解消、、、、医師医師医師医師のののの地域偏在解消地域偏在解消地域偏在解消地域偏在解消のためにのためにのためにのために、「、「、「、「ドクタープールドクタープールドクタープールドクタープール等等等等のののの機能機能機能機能をををを担担担担うううう地地地地
域医療支援域医療支援域医療支援域医療支援センターセンターセンターセンター」」」」をををを47474747都道府県都道府県都道府県都道府県にににに一一一一つずつつずつつずつつずつ設置設置設置設置したいとしたいとしたいとしたいと、、、、平成平成平成平成23232323年度年度年度年度からからからから取取取取りりりり組組組組んんんん
でいるでいるでいるでいる。。。。平成平成平成平成25252525年度年度年度年度までまでまでまで、、、、既既既既にににに30303030カカカカ所所所所のののの設置設置設置設置をををを実施実施実施実施しているがしているがしているがしているが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 先端医療先端医療先端医療先端医療のののの開発拠点形成及開発拠点形成及開発拠点形成及開発拠点形成及びびびび重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 脊髄損傷治療施設脊髄損傷治療施設脊髄損傷治療施設脊髄損傷治療施設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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツについてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成25252525年年年年のののの入域観光客数入域観光客数入域観光客数入域観光客数はははは、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの641641641641万万万万3700370037003700人人人人となったとなったとなったとなった。。。。目標目標目標目標のののの1000100010001000万人達成万人達成万人達成万人達成
へへへへ向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの新国際旅客新国際旅客新国際旅客新国際旅客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運用運用運用運用がががが、、、、去去去去るるるる2222月月月月17171717日日日日からからからから始始始始まったまったまったまった。。。。関係者関係者関係者関係者からからからから
はははは、、、、年間年間年間年間100100100100万人万人万人万人のののの乗降客乗降客乗降客乗降客をををを前提前提前提前提でででで設計設計設計設計したとしたとしたとしたと言言言言われわれわれわれ、、、、既既既既にににに13131313年度年度年度年度のののの乗降客数乗降客数乗降客数乗降客数はははは95959595万人万人万人万人
見込見込見込見込まれまれまれまれ、、、、すぐすぐすぐすぐ手狭手狭手狭手狭になるとになるとになるとになると言言言言われているわれているわれているわれている。。。。21212121年度年度年度年度までのまでのまでのまでの外国人観光客数外国人観光客数外国人観光客数外国人観光客数のののの年間年間年間年間200200200200万万万万
人人人人のののの受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに向向向向けてもけてもけてもけても、、、、国際線国際線国際線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機能拡充機能拡充機能拡充機能拡充はははは不可欠不可欠不可欠不可欠とととと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの考考考考
えとえとえとえと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県県県県のののの外国人観光客満足度調査外国人観光客満足度調査外国人観光客満足度調査外国人観光客満足度調査によるとによるとによるとによると、、、、不満不満不満不満はははは「「「「外国語対応能力外国語対応能力外国語対応能力外国語対応能力」」」」やややや両替両替両替両替のののの利便性利便性利便性利便性、、、、案案案案
内表記内表記内表記内表記のののの問題等問題等問題等問題等、、、、ソフトソフトソフトソフト面面面面のののの拡充拡充拡充拡充とととと人材育成等人材育成等人材育成等人材育成等がががが急急急急がれるががれるががれるががれるが、、、、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いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと福島県福島県福島県福島県とのとのとのとの交流促進交流促進交流促進交流促進についてについてについてについて
　　　　3333....11111111東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からからからから、、、、もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ３３３３年年年年をををを迎迎迎迎えようとしているえようとしているえようとしているえようとしている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと福島県福島県福島県福島県はははは、、、、平成平成平成平成
15151515年年年年２２２２月月月月「「「「うつくしまうつくしまうつくしまうつくしま。。。。ちゅらしまちゅらしまちゅらしまちゅらしま交流宣言交流宣言交流宣言交流宣言」」」」をしてをしてをしてをして、、、、官民一体官民一体官民一体官民一体となったとなったとなったとなった交流交流交流交流をををを重重重重ねてきたねてきたねてきたねてきた。。。。
交流宣言交流宣言交流宣言交流宣言はははは、、、、米国同時多発米国同時多発米国同時多発米国同時多発テロテロテロテロでででで観光客観光客観光客観光客がががが落落落落ちちちち込込込込んだんだんだんだ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県をををを応援応援応援応援しようとしようとしようとしようと福島県福島県福島県福島県ががががツツツツ
アーアーアーアーをををを実施実施実施実施したことがきっかけとなったしたことがきっかけとなったしたことがきっかけとなったしたことがきっかけとなった。。。。またまたまたまた、、、、3333....11111111東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災によるによるによるによる福島県福島県福島県福島県からからからから沖縄沖縄沖縄沖縄でででで
避難生活避難生活避難生活避難生活をををを送送送送っているっているっているっている方方方方がががが、、、、現在現在現在現在でもでもでもでも600600600600余名余名余名余名いるいるいるいる。。。。
こうしたさまざまなこうしたさまざまなこうしたさまざまなこうしたさまざまな交流交流交流交流をををを支支支支えてきたのがえてきたのがえてきたのがえてきたのが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄－－－－福島直行便福島直行便福島直行便福島直行便であったであったであったであった。。。。残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、平成平成平成平成
21212121年年年年、、、、日本航空日本航空日本航空日本航空がががが燃料価格燃料価格燃料価格燃料価格のののの高騰高騰高騰高騰をををを理由理由理由理由にににに廃止廃止廃止廃止してしてしてして、、、、今日今日今日今日にににに至至至至っているっているっているっている。。。。両県相互両県相互両県相互両県相互のののの交交交交
流流流流とととと友好友好友好友好のののの絆絆絆絆をををを深深深深めるためにめるためにめるためにめるために、、、、次次次次のののの提案提案提案提案をををを申申申申しししし上上上上げげげげ、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄－－－－福島間定期航空便福島間定期航空便福島間定期航空便福島間定期航空便のののの早期再開早期再開早期再開早期再開についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 教育旅行教育旅行教育旅行教育旅行をををを初初初初めとするめとするめとするめとする青少年交流青少年交流青少年交流青少年交流のののの促進促進促進促進についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 相互相互相互相互のののの県産品県産品県産品県産品のののの交流促進交流促進交流促進交流促進によるによるによるによる経済経済経済経済のののの活性化活性化活性化活性化についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの避難者支援事業避難者支援事業避難者支援事業避難者支援事業のののの促進及促進及促進及促進及びびびび情報情報情報情報のののの共有共有共有共有についてについてについてについて

5555 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)))) 県立博物館県立博物館県立博物館県立博物館・・・・美術館美術館美術館美術館はははは15151515日南城市日南城市日南城市日南城市のののの観光施設観光施設観光施設観光施設「「「「ガンガラーガンガラーガンガラーガンガラーのののの谷谷谷谷」」」」内内内内にあるにあるにあるにある、、、、サキタリサキタリサキタリサキタリ洞遺洞遺洞遺洞遺
跡跡跡跡でででで、、、、２２２２万万万万3000300030003000年年年年からからからから２２２２万年前万年前万年前万年前のののの「「「「旧石器時代旧石器時代旧石器時代旧石器時代」」」」のののの地層地層地層地層からからからから、、、、貝製貝製貝製貝製ののののビーズビーズビーズビーズ（（（（装飾品装飾品装飾品装飾品））））とととと道道道道
具具具具、、、、人骨人骨人骨人骨がががが見見見見つかったとつかったとつかったとつかったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 今後今後今後今後のののの調査研究調査研究調査研究調査研究にににに大大大大きなきなきなきな期待期待期待期待がががが持持持持たれるがたれるがたれるがたれるが、、、、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ますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 隣隣隣隣のののの港川港川港川港川フィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーもももも含含含含めてめてめてめて、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市のののの連携連携連携連携のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、特別遺跡指定特別遺跡指定特別遺跡指定特別遺跡指定がががが考考考考えられるえられるえられるえられる
がががが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 修学旅行生等修学旅行生等修学旅行生等修学旅行生等へのへのへのへの公開等公開等公開等公開等もももも考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル地区地区地区地区へのへのへのへの新県立図書館新県立図書館新県立図書館新県立図書館のののの設置設置設置設置についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラー配置事業配置事業配置事業配置事業についてについてについてについて
　　　　平成平成平成平成20202020年年年年からからからから25252525年年年年までまでまでまで配置校配置校配置校配置校はははは増加増加増加増加しておりますしておりますしておりますしております。。。。相談件数相談件数相談件数相談件数、、、、内容内容内容内容、、、、効果等効果等効果等効果等のののの実績実績実績実績、、、、
今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) スクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）（ＳＳＷ）（ＳＳＷ）（ＳＳＷ）配置事業配置事業配置事業配置事業についてについてについてについて
　　　　大変重要大変重要大変重要大変重要なななな事業事業事業事業ですがですがですがですが、、、、配置人員配置人員配置人員配置人員のののの数数数数がががが伸伸伸伸びてないびてないびてないびてない。。。。そのそのそのその要因等要因等要因等要因等についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
またまたまたまた、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成のののの視点視点視点視点、、、、待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善のののの必要性等必要性等必要性等必要性等のののの声声声声もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの2013201320132013年全国体力年全国体力年全国体力年全国体力、、、、運動能力運動能力運動能力運動能力、、、、運動習慣等調査運動習慣等調査運動習慣等調査運動習慣等調査でででで、「、「、「、「運動運動運動運動ゼロゼロゼロゼロ」」」」全国最多全国最多全国最多全国最多のののの
見出見出見出見出しでしでしでしで報道報道報道報道されていましたされていましたされていましたされていました。。。。それによるとそれによるとそれによるとそれによると、、、、体育体育体育体育のののの授業以外授業以外授業以外授業以外でででで運動運動運動運動をををを全全全全くしていないくしていないくしていないくしていない県県県県
内小学内小学内小学内小学５５５５年生男女年生男女年生男女年生男女、、、、中学中学中学中学２２２２年生年生年生年生のののの男子男子男子男子のののの割合割合割合割合がががが全国最多全国最多全国最多全国最多。。。。そのそのそのその他他他他のののの体力体力体力体力テストテストテストテストでもでもでもでも、、、、全全全全
国平均国平均国平均国平均をををを大幅大幅大幅大幅にににに下回下回下回下回ったとのことでありますがったとのことでありますがったとのことでありますがったとのことでありますが、、、、このことにこのことにこのことにこのことに対対対対してしてしてして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように分析分析分析分析しししし対策対策対策対策
をとられるのかをとられるのかをとられるのかをとられるのか。。。。教育長教育長教育長教育長のののの御見解御見解御見解御見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 「「「「沖縄漁業基金事業沖縄漁業基金事業沖縄漁業基金事業沖縄漁業基金事業」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県「「「「まぐろまぐろまぐろまぐろ延縄漁業者延縄漁業者延縄漁業者延縄漁業者」」」」のののの補償補償補償補償についてについてについてについて

((((1111)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定でででで大大大大きなきなきなきな漁場漁場漁場漁場をををを失失失失ったったったった「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のまぐろのまぐろのまぐろのまぐろ延縄漁船延縄漁船延縄漁船延縄漁船」」」」はははは、、、、これからもこれからもこれからもこれからも「「「「パラオパラオパラオパラオ海海海海
域域域域」」」」やややや「「「「ミクロネシアミクロネシアミクロネシアミクロネシア海域海域海域海域」」」」にやむをにやむをにやむをにやむを得得得得ずずずず入漁入漁入漁入漁することになるすることになるすることになるすることになる。。。。膨大膨大膨大膨大なななな入漁料支払入漁料支払入漁料支払入漁料支払いとそれいとそれいとそれいとそれ
にににに伴伴伴伴うううう事務手続費用事務手続費用事務手続費用事務手続費用のののの負担負担負担負担についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 高騰高騰高騰高騰するするするする燃料燃料燃料燃料のののの高値安定高値安定高値安定高値安定でででで「「「「燃油燃油燃油燃油セーフティネットセーフティネットセーフティネットセーフティネット」」」」だけではだけではだけではだけでは足足足足りずりずりずりず、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの支援策支援策支援策支援策とととと
してしてしてして漁業基金事業漁業基金事業漁業基金事業漁業基金事業のののの活用活用活用活用はできないかはできないかはできないかはできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船によるによるによるによる漁具資材被害漁具資材被害漁具資材被害漁具資材被害にににに対対対対するするするする完全完全完全完全なななな補償補償補償補償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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県まぐろまぐろまぐろまぐろ漁業協会漁業協会漁業協会漁業協会へのへのへのへの運営費運営費運営費運営費のののの一部援助一部援助一部援助一部援助についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 外国人労働者技能実習生外国人労働者技能実習生外国人労働者技能実習生外国人労働者技能実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの水産業者水産業者水産業者水産業者やややや農家農家農家農家がががが中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、「、「、「、「県県県県ちゅらちゅらちゅらちゅら島事業協働組合島事業協働組合島事業協働組合島事業協働組合」」」」をををを設立設立設立設立しししし、、、、２２２２月月月月からからからからインインインイン
ドネシアドネシアドネシアドネシアのののの青年青年青年青年13131313人人人人をををを外国人実習生外国人実習生外国人実習生外国人実習生としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れているがれているがれているがれているが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応とととと将来展望将来展望将来展望将来展望につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 建設業界建設業界建設業界建設業界のののの人手不足解消人手不足解消人手不足解消人手不足解消のためのためのためのため、、、、外国人実習生外国人実習生外国人実習生外国人実習生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれシステムシステムシステムシステムのののの導入導入導入導入はできないはできないはできないはできない
かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 民間住宅活用型住宅民間住宅活用型住宅民間住宅活用型住宅民間住宅活用型住宅セーフティネットセーフティネットセーフティネットセーフティネット整備事業整備事業整備事業整備事業についてについてについてについて

((((1111)))) このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、平成平成平成平成22222222年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算でででで100100100100億円億円億円億円のののの国費国費国費国費がががが予算計上予算計上予算計上予算計上されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県だだだだ
けがけがけがけが実施実施実施実施してないがなぜかしてないがなぜかしてないがなぜかしてないがなぜか。。。。平成平成平成平成24242424年度年度年度年度100100100100億円億円億円億円、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度もももも100100100100億円億円億円億円、、、、国国国国はははは予算計予算計予算計予算計
上上上上しているがしているがしているがしてい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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成25252525年年年年３３３３月月月月27272727日日日日にににに設立設立設立設立されたされたされたされた沖縄県居住支援協議会沖縄県居住支援協議会沖縄県居住支援協議会沖縄県居住支援協議会のののの状況及状況及状況及状況及びびびび、、、、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、、、、まままま
たたたた今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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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26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202月月月月28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 19191919分分分分 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 予算及予算及予算及予算及びびびび行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの一般会計当初予算案一般会計当初予算案一般会計当初予算案一般会計当初予算案はははは過去最高過去最高過去最高過去最高のののの7239723972397239億円億円億円億円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、、、、予算編成予算編成予算編成予算編成のののの
特徴特徴特徴特徴・・・・効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、実需実需実需実需にににに合合合合ったったったった編成編成編成編成となっているかとなっているかとなっているかとなっているか説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度２２２２月月月月、、、、5555....4444兆円規模兆円規模兆円規模兆円規模のののの国国国国のののの補正予算補正予算補正予算補正予算がががが成立成立成立成立しましたしましたしましたしました。。。。県県県県のののの補正予算補正予算補正予算補正予算とのとのとのとの関連関連関連関連、、、、
特徴特徴特徴特徴・・・・効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 3000300030003000億円億円億円億円をををを超超超超えるえるえるえる沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算のののの性質性質性質性質をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。基地負担基地負担基地負担基地負担（（（（辺野古移設等辺野古移設等辺野古移設等辺野古移設等））））がががが条件条件条件条件とととと
なっているのかなっているのかなっているのかなっているのか。。。。

((((4444)))) 国国国国やややや全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、財政財政財政財政のののの実態実態実態実態をををを把握把握把握把握するするするする「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」についてについてについてについて、、、、公会計制度公会計制度公会計制度公会計制度のののの見見見見
直直直直しがしがしがしが進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 全国全国全国全国ではではではでは自治体自治体自治体自治体のののの共同型共同型共同型共同型クラウドクラウドクラウドクラウド導入導入導入導入がががが進進進進んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、内容内容内容内容とととと県内県内県内県内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伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。推進推進推進推進するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

2222 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移設及移設及移設及移設及びびびび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)))) 知事知事知事知事はははは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埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したがしたがしたがしたが、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設のののの公約公約公約公約はははは変変変変えていないとのえていないとのえていないとのえていないとの見見見見
解解解解をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその真意真意真意真意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性についてについてについてについて「「「「事実事実事実事実
上不可能上不可能上不可能上不可能、、、、県外県外県外県外がががが早早早早いいいい」」」」とのとのとのとの考考考考えはえはえはえは変変変変わっていないかわっていないかわっていないかわっていないか。。。。今後今後今後今後、、、、県外移設実現県外移設実現県外移設実現県外移設実現にににに向向向向けてどけてどけてどけてど
のようなのようなのようなのような行動行動行動行動をををを起起起起こすのかおこすのかおこすのかおこすのかお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

((((2222)))) 昨年昨年昨年昨年12121212月月月月13131313日日日日、、、、公明党沖縄県本部公明党沖縄県本部公明党沖縄県本部公明党沖縄県本部としてとしてとしてとして、、、、辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋めめめめ立立立立てはてはてはては不承認不承認不承認不承認としとしとしとし、、、、普天間普天間普天間普天間のののの県外県外県外県外
移設移設移設移設をををを求求求求めるめるめるめる提言書提言書提言書提言書をををを知事知事知事知事にににに提出提出提出提出しましたしましたしましたしました。。。。知事知事知事知事からはからはからはからは、「、「、「、「このこのこのこの内容内容内容内容はははは県民県民県民県民のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが
考考考考えていることだとえていることだとえていることだとえていることだと思思思思うううう。。。。参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、べべべべースースースースにしながらにしながらにしながらにしながら結論結論結論結論をををを出出出出すすすす。。。。重重重重くくくく受受受受けとめたけとめたけとめたけとめた
いいいい」」」」とととと、、、、提言提言提言提言をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ判断判断判断判断するとするとするとすると言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。しかししかししかししかし、、、、２２２２週間後週間後週間後週間後、、、、知事知事知事知事はははは、、、、普天間普天間普天間普天間のののの５５５５年以年以年以年以
内内内内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止などなどなどなど４４４４つのつのつのつの基地負担軽減策基地負担軽減策基地負担軽減策基地負担軽減策をををを政府政府政府政府にににに求求求求めめめめ埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認しましたしましたしましたしました。。。。公明党公明党公明党公明党
県本部県本部県本部県本部がががが提出提出提出提出したしたしたした提言書提言書提言書提言書へのへのへのへの発言発言発言発言からからからから埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを決断決断決断決断したしたしたした経緯及経緯及経緯及経緯及びびびび真意真意真意真意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 岸田外務大臣岸田外務大臣岸田外務大臣岸田外務大臣はははは、「、「、「、「仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事によるによるによるによる埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて承認承認承認承認でででで、、、、移設移設移設移設ののののプロセスプロセスプロセスプロセスはははは大大大大きくきくきくきく前進前進前進前進しししし
たたたた」」」」とととと発言発言発言発言していますしていますしていますしています。。。。知事知事知事知事もももも同同同同じじじじ考考考考えなのかえなのかえなのかえなのか。。。。県民県民県民県民のののの思思思思いといといといと大大大大きくかけきくかけきくかけきくかけ離離離離れているとれているとれているとれていると思思思思うううう
がががが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは、、、、４４４４つのつのつのつの基地負担軽減策基地負担軽減策基地負担軽減策基地負担軽減策をををを国国国国にににに要望要望要望要望したがしたがしたがしたが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設ととととリンクリンクリンクリンクするもするもするもするも
のなのかのなのかのなのかのなのか。。。。

((((5555)))) 又吉公室長又吉公室長又吉公室長又吉公室長のののの訪米訪米訪米訪米のののの目的目的目的目的、、、、成果成果成果成果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。米国高官米国高官米国高官米国高官からからからから、、、、知事知事知事知事がががが求求求求めためためためた普天間普天間普天間普天間のののの「「「「５５５５
年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」にににに消極的消極的消極的消極的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したとしたとしたとしたと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月ににににダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類をををを含含含含むむむむドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが見見見見つかったつかったつかったつかった米軍基地返還跡地米軍基地返還跡地米軍基地返還跡地米軍基地返還跡地のののの沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッサッサッサッ
カーカーカーカー場場場場でででで、、、、新新新新たなたなたなたなドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶のののの発見発見発見発見がががが相次相次相次相次いでいますいでいますいでいますいでいます。。。。現状現状現状現状とととと対策対策対策対策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((7777)))) 昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月にににに宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン内内内内でででで起起起起きたきたきたきた米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリ墜落地点墜落地点墜落地点墜落地点からからからから環境基準値環境基準値環境基準値環境基準値
のののの74747474倍倍倍倍のののの鉛鉛鉛鉛やややや21212121倍倍倍倍ののののヒヒヒヒ素素素素がががが検出検出検出検出されたとのことされたとのことされたとのことされたとのこと、、、、半年半年半年半年がががが経過経過経過経過してのしてのしてのしての米軍米軍米軍米軍からのからのからのからの公表公表公表公表ですですですです。。。。
地域地域地域地域のののの方方方方々々々々からからからから強強強強いいいい抗議抗議抗議抗議とととと不安不安不安不安のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられていますがせられていますがせられていますがせられていますが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 産業振興産業振興産業振興産業振興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入域観光客数入域観光客数入域観光客数入域観光客数はははは順調順調順調順調にににに推移推移推移推移しているがしているがしているがしているが、、、、平均宿泊日数平均宿泊日数平均宿泊日数平均宿泊日数やややや１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの消費額消費額消費額消費額のののの
伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩みみみみ、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備等整備等整備等整備等、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな課題課題課題課題がががが指摘指摘指摘指摘されていまされていまされていまされていま
すすすす。。。。観光産業観光産業観光産業観光産業のののの課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた官民一体官民一体官民一体官民一体のののの研究会研究会研究会研究会やややや連絡会連絡会連絡会連絡会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見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、平成平成平成平成26262626年度年度年度年度、、、、新規事業新規事業新規事業新規事業「「「「沖縄中小沖縄中小沖縄中小沖縄中小ものづくりものづくりものづくりものづくり企業競争力強化事業企業競争力強化事業企業競争力強化事業企業競争力強化事業」」」」12121212億億億億8000800080008000万円万円万円万円
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をををを計上計上計上計上しているがしているがしているがしているが、、、、内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、県県県県がががが取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた製造業製造業製造業製造業のののの振興振興振興振興につにつにつにつ
いていていていて、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、成果成果成果成果、、、、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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 原油原油原油原油やややや燃料燃料燃料燃料のののの高騰高騰高騰高騰によりによりによりにより、、、、県内県内県内県内のののの農林水産業界及農林水産業界及農林水産業界及農林水産業界及びびびびトラックトラックトラックトラック・・・・タクシータクシータクシータクシー業界等業界等業界等業界等のののの関係者関係者関係者関係者かかかか
らららら支援支援支援支援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。。。。早急早急早急早急なななな対応対応対応対応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現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 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にめにめにめに伴伴伴伴うううう県内水産業県内水産業県内水産業県内水産業へのへのへのへの影響影響影響影響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。。。。合意合意合意合意したしたしたした操業操業操業操業ルールルールルールルール
についてについてについてについて内容及内容及内容及内容及びびびび漁業者漁業者漁業者漁業者のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの反応反応反応反応・・・・要望要望要望要望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。今回今回今回今回のののの取取取取りりりり決決決決めはめはめはめは、、、、地元地元地元地元のののの
頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに合意合意合意合意されたものでありされたものでありされたものでありされたものであり、、、、海洋権益海洋権益海洋権益海洋権益をををを放棄放棄放棄放棄しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業者漁業者漁業者漁業者がががが犠牲犠牲犠牲犠牲になることはになることはになることはになることは、、、、
国益国益国益国益にもにもにもにも県益県益県益県益にもかなわないものでありにもかなわないものでありにもかなわないものでありにもかなわないものであり、、、、見直見直見直見直すべきものとすべきものとすべきものとすべきものと考考考考えますえますえますえます。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと今後今後今後今後のののの
対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 全国全国全国全国ではではではでは建設業界建設業界建設業界建設業界のののの人手不足人手不足人手不足人手不足やややや労務費労務費労務費労務費・・・・原材料費原材料費原材料費原材料費のののの上昇上昇上昇上昇でででで公共工事公共工事公共工事公共工事にににに影響影響影響影響がががが出出出出ているているているている
とととと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、県内県内県内県内のののの状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、下請下請下請下請、、、、孫請孫請孫請孫請をををを含含含含めためためためた労務単価労務単価労務単価労務単価のののの引引引引きききき上上上上
げはげはげはげは実施実施実施実施されているかされているかされているかされているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 県単融資県単融資県単融資県単融資のののの利用率利用率利用率利用率、、、、課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。経済団体経済団体経済団体経済団体からからからから、「、「、「、「県単融資利用促進協議会県単融資利用促進協議会県単融資利用促進協議会県単融資利用促進協議会
（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」のののの設立設立設立設立がががが提案提案提案提案されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、内容及内容及内容及内容及びびびび対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 雇用政策雇用政策雇用政策雇用政策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内にはにはにはには、、、、正社員正社員正社員正社員になりたくてもなれないになりたくてもなれないになりたくてもなれないになりたくてもなれない。。。。仕方仕方仕方仕方なくなくなくなく非正規社員非正規社員非正規社員非正規社員、、、、契約社員契約社員契約社員契約社員としてとしてとしてとして低賃金低賃金低賃金低賃金
でででで働働働働いているいているいているいている方方方方々々々々がががが多多多多いいいい。。。。現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。国国国国はははは、、、、平成平成平成平成26262626年度年度年度年度よりよりよりより正社員化支援正社員化支援正社員化支援正社員化支援
をををを拡充拡充拡充拡充するとしていますがするとしていますがするとしていますがするとしていますが、、、、内容内容内容内容とととと県内県内県内県内のののの活用状況活用状況活用状況活用状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの厳厳厳厳しいしいしいしい雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境をををを改善改善改善改善するためするためするためするため、、、、国国国国にににに準準準準じたじたじたじた県独自県独自県独自県独自のののの正社員化支援事業正社員化支援事業正社員化支援事業正社員化支援事業をををを検討検討検討検討
できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「中小企業最低賃金引上中小企業最低賃金引上中小企業最低賃金引上中小企業最低賃金引上げげげげ支援対策費補助金支援対策費補助金支援対策費補助金支援対策費補助金」」」」のののの内容及内容及内容及内容及びびびび県内県内県内県内のののの活用状況活用状況活用状況活用状況をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((4444)))) 障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用のののの促進促進促進促進はははは大変重要大変重要大変重要大変重要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。法定未満法定未満法定未満法定未満のののの企企企企
業業業業のののの実態実態実態実態、、、、改善策改善策改善策改善策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 非正規非正規非正規非正規でででで働働働働くくくく人人人人のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善はははは重要重要重要重要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 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)))) 県県県県はははは、、、、平成平成平成平成26262626年度年度年度年度、、、、新規事業新規事業新規事業新規事業「「「「長寿復活健康長寿復活健康長寿復活健康長寿復活健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業」」」」１１１１億億億億6700670067006700万円万円万円万円をををを計上計上計上計上しているしているしているしている
がががが、、、、内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「老人福祉施設整備事業老人福祉施設整備事業老人福祉施設整備事業老人福祉施設整備事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「盲養護老人盲養護老人盲養護老人盲養護老人ホームホームホームホーム」」」」のののの設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、当事者当事者当事者当事者ののののニーズニーズニーズニーズ調査費調査費調査費調査費などなどなどなど430430430430万円万円万円万円をををを平成平成平成平成
26262626年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案にににに盛盛盛盛りりりり込込込込みましたみましたみましたみました。。。。全国全国全国全国47474747都道府県都道府県都道府県都道府県でででで実質実質実質実質、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県をををを含含含含めめめめ３３３３県県県県がががが未設置未設置未設置未設置でででで
ありありありあり、、、、関係者関係者関係者関係者のののの方方方方々々々々からからからから、、、、一日一日一日一日もももも早早早早いいいい調査調査調査調査のののの開始開始開始開始、、、、施設施設施設施設のののの設置設置設置設置にににに期待期待期待期待のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられてせられてせられてせられて
いますいますいますいます。。。。設置設置設置設置にににに向向向向けてけてけてけて、、、、スピードスピードスピードスピード感感感感をををを持持持持ってってってって頑張頑張頑張頑張っていただきたいとっていただきたいとっていただきたいとっていただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、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をみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 災害時災害時災害時災害時にににに高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害者障害者障害者障害者のののの避難避難避難避難をををを手助手助手助手助けするけするけするけする全体計画全体計画全体計画全体計画、「、「、「、「災害弱者支援計画災害弱者支援計画災害弱者支援計画災害弱者支援計画」」」」のののの策定策定策定策定
がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位とのこととのこととのこととのこと、、、、現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは、、、、平成平成平成平成29292929年度末年度末年度末年度末までにまでにまでにまでに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とにするとにするとにすると取取取取りりりり組組組組んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、状況状況状況状況、、、、課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 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)))) 「「「「英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 家庭教育力促進家庭教育力促進家庭教育力促進家庭教育力促進「「「「ややややーーーーなれなれなれなれーーーー」」」」事業事業事業事業のののの内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 農連市場再開発事業農連市場再開発事業農連市場再開発事業農連市場再開発事業のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。関係者関係者関係者関係者のののの方方方方々々々々からからからから事業事業事業事業のののの加速化加速化加速化加速化がががが求求求求められめられめられめられ
ているがているがているがているが、、、、県県県県のののの積極的積極的積極的積極的なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが重要重要重要重要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。対応対応対応対応をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。
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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26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202月月月月28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 31313131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 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)))) 辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認したことにしたことにしたことにしたことに対対対対してしてしてして県議会県議会県議会県議会はははは、「、「、「、「仲井眞弘多沖縄県知事仲井眞弘多沖縄県知事仲井眞弘多沖縄県知事仲井眞弘多沖縄県知事のののの公約違反公約違反公約違反公約違反にににに抗議抗議抗議抗議
しししし、、、、辞任辞任辞任辞任をををを求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議」」」」をををを採択採択採択採択したしたしたした。。。。辞任辞任辞任辞任しししし県民県民県民県民にににに信信信信をををを問問問問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。。。。

((((2222)))) 1111月月月月19191919日投票日投票日投票日投票のののの名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙はははは、、、、稲嶺進市長稲嶺進市長稲嶺進市長稲嶺進市長がががが大差大差大差大差でででで圧勝圧勝圧勝圧勝したしたしたした。。。。政府政府政府政府のののの辺野古移設強辺野古移設強辺野古移設強辺野古移設強
行行行行とととと知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にきっぱりとにきっぱりとにきっぱりとにきっぱりとノーノーノーノーのののの審判審判審判審判をををを下下下下されたがされたがされたがされたが、、、、それをそれをそれをそれを認認認認めないのかめないのかめないのかめないのか。。。。

((((3333)))) このこのこのこの民意民意民意民意をををを重重重重くくくく受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを取取取取りりりり消消消消すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは提案理由説明提案理由説明提案理由説明提案理由説明のののの中中中中でででで、、、、これまでこれまでこれまでこれまで述述述述べていたべていたべていたべていた「「「「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」」」」がががが完全完全完全完全にににに
消消消消えてなくなりえてなくなりえてなくなりえてなくなり、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした理由理由理由理由をををを述述述述べているべているべているべている。。。。知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの公約公約公約公約をををを投投投投げげげげ捨捨捨捨てててて、、、、辺辺辺辺
野古移設容認野古移設容認野古移設容認野古移設容認、、、、推進推進推進推進にににに転転転転じたことをみずからじたことをみずからじたことをみずからじたことをみずから明明明明らかにしたものではないからかにしたものではないからかにしたものではないからかにしたものではないか。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事はははは提案理由説明提案理由説明提案理由説明提案理由説明のののの冒頭冒頭冒頭冒頭にににに、、、、言葉足言葉足言葉足言葉足らずでらずでらずでらずで心配心配心配心配をかけたとをかけたとをかけたとをかけたと釈明釈明釈明釈明しているがしているがしているがしているが、、、、何何何何をををを指指指指しししし
ているのかているのかているのかているのか。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事はははは、「、「、「、「いいいいいいいい正月正月正月正月になるになるになるになる」、「」、「」、「」、「有史以来有史以来有史以来有史以来のののの予算予算予算予算だだだだ」、「」、「」、「」、「安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のののの応援団応援団応援団応援団になるになるになるになる」」」」とととと述述述述べべべべ埋埋埋埋
めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした。。。。県民県民県民県民よりもよりもよりもよりも政府政府政府政府のののの意向意向意向意向をををを大事大事大事大事にするにするにするにす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本音本音本音本音をををを露呈露呈露呈露呈したもしたもしたもしたも
のではないかのではないかのではないかのではないか。。。。

((((7777)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、2006200620062006年年年年１１１１月月月月４４４４日日日日のののの経済団体主催経済団体主催経済団体主催経済団体主催のののの年始会年始会年始会年始会でででで、、、、主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶でででで当時当時当時当時、、、、キャンキャンキャンキャン
ププププ・・・・シュワブシュワブシュワブシュワブ沿岸案沿岸案沿岸案沿岸案にににに反対反対反対反対していたしていたしていたしていた稲嶺県知事稲嶺県知事稲嶺県知事稲嶺県知事にににに、「、「、「、「日本政府日本政府日本政府日本政府とととと事事事事をををを構構構構えるようなことがなえるようなことがなえるようなことがなえるようなことがな
いようにしてほしいいようにしてほしいいようにしてほしいいようにしてほしい」」」」とととと述述述述べたとべたとべたとべた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、、、、今回今回今回今回のののの辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認でででで、、、、政府官僚出身政府官僚出身政府官僚出身政府官僚出身
としてとしてとしてとして、、、、県民県民県民県民のことよりのことよりのことよりのことより常常常常にににに政府政府政府政府のののの都合都合都合都合をををを優先優先優先優先するというするというするというするという一貫一貫一貫一貫したしたしたした政治信条政治信条政治信条政治信条だということがだということがだということがだということが
改改改改めてめてめてめて明確明確明確明確になったのではないかになったのではないかになったのではないかになったのではないか。。。。

((((8888)))) 少少少少なくともなくともなくともなくとも県県県県はははは11111111月月月月12121212日日日日のののの中間報告中間報告中間報告中間報告のののの段階段階段階段階まではまではまではまでは、「、「、「、「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設はははは不可能不可能不可能不可能」、「」、「」、「」、「環境保全環境保全環境保全環境保全
はははは不可能不可能不可能不可能」」」」とのとのとのとの立場立場立場立場にににに立立立立っていたっていたっていたっていた。。。。それがそれがそれがそれが１１１１カカカカ月足月足月足月足らずのらずのらずのらずの間間間間にににに180180180180度反対度反対度反対度反対のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設、、、、
環境環境環境環境にににに影響影響影響影響はないとはないとはないとはないと態度態度態度態度をををを転換転換転換転換させてさせてさせてさせて承認承認承認承認しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは事実事実事実事実だとだとだとだと認認認認めるかめるかめるかめるか。。。。

((((9999)))) 環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部のののの意見意見意見意見のののの具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容をををを問問問問うううう。。。。

((((10101010))))環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部のののの意見意見意見意見についてのについてのについてのについての防衛局防衛局防衛局防衛局のののの内容内容内容内容をををを問問問問うううう。。。。

((((11111111))))そのそのそのその一月一月一月一月のののの間間間間にににに、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相とととと会談会談会談会談しししし、、、、官房長官官房長官官房長官官房長官とととと密談密談密談密談しししし、、、、他他他他のののの政府要人政府要人政府要人政府要人とととと
会会会会っていることもっていることもっていることもっていることも認認認認めているめているめているめている。。。。このこのこのこの中中中中でででで知事知事知事知事はははは、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認、、、、不承認不承認不承認不承認のののの話話話話はははは出出出出ていないとていないとていないとていないと
言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、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危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去のののの問題問題問題問題やややや移設問題移設問題移設問題移設問題についてもについてもについてもについても話話話話していないとしていないとしていないとしていないと
いうことかいうことかいうことかいうことか。。。。

((((12121212))))知事知事知事知事はははは基地問題基地問題基地問題基地問題のののの４４４４つのつのつのつの条件条件条件条件なるものをなるものをなるものをなるものを出出出出してしてしてして埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした。。。。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
承認承認承認承認したとしたとしたとしたと多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民はははは思思思思っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理とのとのとのとの会談会談会談会談やややや政府要人政府要人政府要人政府要人とのとのとのとの会談会談会談会談でででで、、、、何何何何
かかかか取引取引取引取引やややや約束約束約束約束があったのだろうとがあったのだろうとがあったのだろうとがあったのだろうと思思思思っているっているっているっている。。。。こういうこういうこういうこういう県民県民県民県民のののの疑問疑問疑問疑問にににに答答答答えるためにもえるためにもえるためにもえるためにも知事知事知事知事
はははは、、、、誰誰誰誰といつといつといつといつ、、、、どこでどこでどこでどこで会会会会いいいい、、、、どういうどういうどういうどういう話話話話をしたのかをしたのかをしたのかをしたのか名護市民名護市民名護市民名護市民やややや県民県民県民県民のののの前前前前にきちんとにきちんとにきちんとにきちんと説明責説明責説明責説明責
任任任任をををを果果果果たすべきであるたすべきであるたすべきであるたすべきである。。。。説明責任説明責任説明責任説明責任はははは県知事県知事県知事県知事にはあるのではないかにはあるのではないかにはあるのではないかにはあるのではないか。。。。

((((13131313))))アメリカアメリカアメリカアメリカはははは、、、、去年去年去年去年のののの夏夏夏夏ごろからごろからごろからごろから沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが条件条件条件条件をををを提示提示提示提示したとのしたとのしたとのしたとの情報情報情報情報をををを得得得得てててて、、、、知事知事知事知事がががが埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて
をををを承認承認承認承認するとするとするとすると確信確信確信確信をををを持持持持っていたとっていたとっていたとってい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。。。。８８８８月月月月にににに知事知事知事知事とととと菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官ががががブセナブセナブセナブセナでででで
会会会会ったとのことだがったとのことだがったとのことだがったとのことだが、、、、そこでそういうそこでそういうそこでそういうそこでそういう段取段取段取段取りをりをりをりを話話話話したのではないかしたのではないかしたのではないかしたのではないか。。。。

((((14141414))))議員議員議員議員がががが資料提出資料提出資料提出資料提出をををを求求求求めてもめてもめてもめても県県県県はははは資料資料資料資料はないとはないとはないとはないと言言言言いいいい張張張張ってってってって、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの公開公開公開公開したしたしたした資料資料資料資料しかしかしかしか
提出提出提出提出しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。100100100100条条条条にににに基基基基づくづくづくづく資料要求資料要求資料要求資料要求にににに対対対対してしてしてして、、、、ないはずのないはずのないはずのないはずの「「「「中間報告中間報告中間報告中間報告」」」」がががが提出提出提出提出されされされされ
たたたた。。。。百条調査委員会百条調査委員会百条調査委員会百条調査委員会でなければでなければでなければでなければ闇闇闇闇にににに葬葬葬葬られていたことになるられていたことになるられていたことになるられていたことになる。。。。うそをうそをうそをうそを言言言言っていたっていたっていたっていた県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢
はははは許許許許せないせないせないせない。。。。議会軽視議会軽視議会軽視議会軽視とととと冒瀆冒瀆冒瀆冒瀆するものではないかするものではないかするものではないかするものではないか。。。。

((((15151515))))県県県県はははは、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請がががが出出出出されてからされてからされてからされてから、、、、申請申請申請申請にににに至至至至るるるる過程過程過程過程のののの、、、、県県県県のののの部内部内部内部内でのでのでのでの打打打打ちちちち合合合合わせやわせやわせやわせや、、、、内部内部内部内部
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調整記録調整記録調整記録調整記録などなどなどなど、、、、ないとないとないとないと言言言言いいいい張張張張っているがっているがっているがっているが、、、、行政行政行政行政のののの仕事上仕事上仕事上仕事上ありありありあり得得得得ないことであるないことであるないことであるないことである。。。。百条調査百条調査百条調査百条調査
委員会委員会委員会委員会がががが求求求求めためためためた資料資料資料資料をををを提出提出提出提出すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((16161616))))明明明明らかにできないのはらかにできないのはらかにできないのはらかにできないのは知知知知られたらられたらられたらられたら困困困困るるるる理由理由理由理由があるからではないかがあるからではないかがあるからではないかがあるからではないか。。。。取引取引取引取引があったのではながあったのではながあったのではながあったのではな
いかといういかといういかといういかという県民県民県民県民のののの疑問疑問疑問疑問はははは深深深深まるばかりであるまるばかりであるまるばかりであるまるばかりである。。。。

((((17171717))))知事知事知事知事はははは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のののの４４４４つのつのつのつの条件条件条件条件をををを提示提示提示提示してしてしてして、、、、それがそれがそれがそれが承認承認承認承認につながっているとにつながっているとにつながっているとにつながっていると思思思思うがうがうがうが、、、、
政府側政府側政府側政府側とととと知事知事知事知事がががが打打打打ちちちち合合合合わせをわせをわせをわせを行行行行いながらいながらいながらいながら練練練練りりりり上上上上げたのかげたのかげたのかげたのか。。。。またまたまたまた、、、、総理総理総理総理はははは確約確約確約確約したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

((((18181818))))総理総理総理総理はははは、「、「、「、「できるものはできるものはできるものはできるものは全部全部全部全部やるやるやるやる」」」」言言言言っているがっているがっているがっているが、「、「、「、「できるものはできるものはできるものはできるものは」」」」とわざわざとわざわざとわざわざとわざわざ逃逃逃逃げげげげ道道道道をつくっをつくっをつくっをつくっ
ているているているている。「。「。「。「できないものはできないできないものはできないできないものはできないできないものはできない」」」」とととと同義語同義語同義語同義語でででで、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ飛行飛行飛行飛行についてのについてのについてのについての日米合意日米合意日米合意日米合意のののの米米米米
側側側側のののの「「「「可能可能可能可能なななな限限限限りりりり」」」」のののの逃逃逃逃げげげげ道道道道でででで、、、、違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しているしているしているしている。。。。県民県民県民県民だましではないかだましではないかだましではないかだましではないか。。。。

((((19191919))))県県県県がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで求求求求めていたのはめていたのはめていたのはめていたの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配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回ではなかったのかではなかったのかではなかったのかではなかったのか。。。。なぜなぜなぜなぜ、、、、半分半分半分半分のののの分分分分
散移転要望散移転要望散移転要望散移転要望にににに変変変変わったのかわったのかわったのかわったのか。。。。これもこれもこれもこれも政府政府政府政府とととと事前相談事前相談事前相談事前相談のののの結果結果結果結果ではないかではないかではないかではないか。。。。さらにさらにさらにさらに要望要望要望要望につにつにつにつ
いていていていて、、、、政府政府政府政府はははは訓練移転訓練移転訓練移転訓練移転にににに既既既既にすりかわっているのではないかにすりかわっているのではないかにすりかわっているのではないかにすりかわっているのではないか。。。。

((((20202020))))ＫＣＫＣＫＣＫＣ130130130130空中給油機空中給油機空中給油機空中給油機がががが岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地にににに移転移転移転移転するからするからするからするから負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減になるとになるとになるとになると盛盛盛盛んにんにんにんに言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、
訓練訓練訓練訓練はははは伊江島飛行場伊江島飛行場伊江島飛行場伊江島飛行場でででで行行行行うとうとうとうと政府政府政府政府はははは言言言言っているがっているがっているがっているが。。。。

((((21212121))))普天間普天間普天間普天間のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖はははは約束約束約束約束したのかしたのかしたのかしたのか。。。。米政府米政府米政府米政府はははは既既既既にににに否定否定否定否定しているではないかしているではないかしているではないかしているではないか。。。。さらさらさらさら
にににに、、、、知事知事知事知事がががが総理総理総理総理がががが５５５５年以内年以内年以内年以内にににに閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をををを確約確約確約確約したのであればしたのであればしたのであればしたのであれば、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては必要必要必要必要ないないないない
ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((22222222))))仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認はははは、、、、土木部土木部土木部土木部がががが時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて審査審査審査審査しししし、、、、それがそれがそれがそれが上上上上がってきてがってきてがってきてがってきて最終的最終的最終的最終的
にににに知事知事知事知事がががが決裁決裁決裁決裁したとしたとしたとしたと述述述述べたべたべたべた。。。。知事知事知事知事のののの県外移設県外移設県外移設県外移設のののの公約公約公約公約をををを信信信信じてじてじてじて、、、、そのそのそのその立場立場立場立場でででで作業作業作業作業をををを積積積積みみみみ重重重重
ねてきたものをわずかのねてきたものをわずかのねてきたものをわずかのねてきたものをわずかの間間間間にににに180180180180度転換度転換度転換度転換させておきながらさせておきながらさせておきながらさせておきながら、、、、責任責任責任責任をををを全全全全てててて土木建築部土木建築部土木建築部土木建築部とととと職員職員職員職員
にににに押押押押しつけているしつけているしつけているしつけている。。。。政治的政治的政治的政治的なななな判断判断判断判断までまでまでまで職員職員職員職員のののの責任責任責任責任というというというという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はははは本末転倒本末転倒本末転倒本末転倒だとだとだとだと
思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((23232323))))名護市長名護市長名護市長名護市長はははは、、、、辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対のののの意見意見意見意見をををを述述述述べたがべたがべたがべたが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも辺野古移設強行辺野古移設強行辺野古移設強行辺野古移設強行にににに県県県県はははは手手手手をををを
かすのかかすのかかすのかかすのか。。。。承認承認承認承認をををを取取取取りりりり消消消消すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。

((((24242424))))県環境影響評価審査会会長県環境影響評価審査会会長県環境影響評価審査会会長県環境影響評価審査会会長もももも懸念懸念懸念懸念をををを表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。承認承認承認承認をををを取取取取りりりり消消消消すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。

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)))) 宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村でのでのでのでの米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリ墜落事故現場墜落事故現場墜落事故現場墜落事故現場からからからから猛毒猛毒猛毒猛毒がががが検出検出検出検出されたことについてのされたことについてのされたことについてのされたことについての対応対応対応対応。。。。米軍米軍米軍米軍ヘヘヘヘ
リリリリのののの墜落墜落墜落墜落がががが世界世界世界世界でででで繰繰繰繰りりりり返返返返されているされているされているされている。。。。同型機同型機同型機同型機などなどなどなど飛行飛行飛行飛行をををを停止停止停止停止させるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないか。。。。

((((2222)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市でのでのでのでのダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類をををを含含含含むむむむドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶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。。。。まだふえるのではまだふえるのではまだふえるのではまだふえるのでは
ないかないかないかないか。。。。全全全全てのてのてのての米軍基地内米軍基地内米軍基地内米軍基地内のののの調査調査調査調査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。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ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飛行実態飛行実態飛行実態飛行実態とととと、、、、２２２２月月月月７７７７日日日日ののの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激激激激しいしいしいしい飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練でででで、、、、低低低低
周波音周波音周波音周波音でででで嘔吐嘔吐嘔吐嘔吐したりしたりしたりしたり、、、、車両車両車両車両のののの盗難予防装置盗難予防装置盗難予防装置盗難予防装置がががが鳴鳴鳴鳴ったとのことだがったとのことだがったとのことだがったとのことだが、、、、実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

3333 安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のののの危険危険危険危険なななな暴走政治暴走政治暴走政治暴走政治についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法改悪憲法改悪憲法改悪憲法改悪、、、、集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使へのへのへのへの憲法解釈改憲憲法解釈改憲憲法解釈改憲憲法解釈改憲などなどなどなど、、、、戦争戦争戦争戦争ができるができるができるができる国国国国づくりにづくりにづくりにづくりに暴走暴走暴走暴走してしてしてして
いるいるいるいる。。。。住民住民住民住民をををを巻巻巻巻きききき込込込込んだんだんだんだ地上戦地上戦地上戦地上戦をををを体験体験体験体験したしたしたした沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして、、、、反対反対反対反対のののの意思表明意思表明意思表明意思表明をををを行行行行うべきであうべきであうべきであうべきであ
るるるる。。。。

((((2222)))) 名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙のののの結果結果結果結果にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、工事工事工事工事のののの入札公告入札公告入札公告入札公告などなどなどなど、、、、辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋めめめめ立立立立てとてとてとてと基地建設基地建設基地建設基地建設
をををを強行強行強行強行しているがしているがしているがしているが民主主義民主主義民主主義民主主義とととと地方自治地方自治地方自治地方自治をををを否定否定否定否定するするするする暴挙暴挙暴挙暴挙ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 石垣市石垣市石垣市石垣市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がががが具体的具体的具体的具体的にににに動動動動きききき出出出出してきているしてきているしてきているしてきている。。。。紛争紛争紛争紛争はははは平和的平和的平和的平和的、、、、外交的外交的外交的外交的なななな話話話話しししし合合合合
いでいでいでいで解決解決解決解決すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、緊張緊張緊張緊張をををを激化激化激化激化させさせさせさせ中国中国中国中国などをなどをなどをなどを挑発挑発挑発挑発するするするする自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備にににに反対反対反対反対すべきですべきですべきですべきで
あるあるあるある。。。。

((((4444)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉にににに前前前前のめりとなっているのめりとなっているのめりとなっているのめりとなっている。。。。重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目はははは絶対絶対絶対絶対にににに守守守守るとるとるとると言言言言っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ怪怪怪怪
しいしいしいしい事態事態事態事態になってきているになってきているになってきているになってきている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ、、、、畜産畜産畜産畜産へのへのへのへの影響影響影響影響ははかりははかりははかりははかり知知知知れないれないれないれない。。。。現在現在現在現在のののの
動向動向動向動向とととと政府政府政府政府のののの主張主張主張主張するするするする内容内容内容内容でのでのでのでの参加参加参加参加になるとどのようなになるとどのようなになるとどのようなになるとどのような影響影響影響影響がががが出出出出るかるかるかるか。。。。直直直直ちにちにちにちに脱退脱退脱退脱退するよするよするよするよ
うにうにうにうに要請要請要請要請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。。。。

((((5555)))) 八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府はははは、、、、あたかもあたかもあたかもあたかも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問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると決決決決めつめつめつめつ
けてけてけてけて是正要求是正要求是正要求是正要求をををを強権的強権的強権的強権的にににに行行行行うううう姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも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のののの発端発端発端発端とととと
原因原因原因原因はははは、、、、調査委員調査委員調査委員調査委員などがなどがなどがなどが推薦推薦推薦推薦もしていないもしていないもしていないもしていない特定特定特定特定のののの教科書教科書教科書教科書をををを押押押押しつけてきたことではないしつけてきたことではないしつけてきたことではないしつけてきたことではない
かかかか。。。。

((((6666)))) 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、、、、教育教育教育教育へのへのへのへの政治介入政治介入政治介入政治介入とととと政府政府政府政府のののの地方自治地方自治地方自治地方自治へのへのへのへの介入介入介入介入についてについてについてについて毅然毅然毅然毅然としてとしてとしてとして反反反反
対対対対すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((7777)))) そのそのそのその「「「「安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のののの応援団応援団応援団応援団になるになるになるになる」」」」とととと言言言言いいいい切切切切ったったったった知事知事知事知事はははは、、、、安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のののの暴走暴走暴走暴走にににに手手手手をかすのかをかすのかをかすのかをかすのか。。。。

4444 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画とととと沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興についてについてについてについて
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((((1111)))) 12121212月月月月のののの安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理とのとのとのとの会見会見会見会見でででで振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて「「「「驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき内容内容内容内容」、「」、「」、「」、「140140140140万県民万県民万県民万県民をををを代表代表代表代表しておしておしておしてお
礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げるげるげるげる」」」」とととと最大限最大限最大限最大限のののの賛辞賛辞賛辞賛辞をををを送送送送りりりり、、、、さらにさらにさらにさらに１１１１月月月月のののの臨時議会臨時議会臨時議会臨時議会でのでのでのでの報告報告報告報告ではではではでは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに
ついてはついてはついてはついてはワンフレーズワンフレーズワンフレーズワンフレーズでででで、、、、大半大半大半大半はははは振興予算振興予算振興予算振興予算やややや負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のののの４４４４つのつのつのつの条件条件条件条件にににに費費費費やしていたやしていたやしていたやしていた。。。。多多多多
くのくのくのくの県民県民県民県民はははは、、、、振興策振興策振興策振興策やややや予算予算予算予算とととと引引引引きかえにきかえにきかえにきかえに埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したとしたとしたとしたと理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興とととと
基地基地基地基地をををを引引引引きかえにしたきかえにしたきかえにしたきかえにした知事知事知事知事のののの行為行為行為行為はははは、、、、復帰後復帰後復帰後復帰後のののの沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画のののの精神精神精神精神をゆがめるものであをゆがめるものであをゆがめるものであをゆがめるものであ
るるるる。。。。

((((2222)))) 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画のののの立法立法立法立法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨はははは何何何何かかかか。。。。基地基地基地基地とのとのとのとの引引引引きかえだったのかきかえだったのかきかえだったのかきかえだったのか。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは承認承認承認承認のののの際際際際のののの与党議員与党議員与党議員与党議員へのへのへのへの説明説明説明説明でででで不承認不承認不承認不承認にしたらにしたらにしたらにしたら「「「「展望展望展望展望はははは開開開開けないけないけないけない」」」」とととと述述述述べたとべたとべたとべたと報報報報
道道道道されているがされているがされているがされているが、「、「、「、「展望展望展望展望はははは開開開開けないけないけないけない」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。不承認不承認不承認不承認にしたらどうなっていたのかにしたらどうなっていたのかにしたらどうなっていたのかにしたらどうなっていたのか。。。。

((((4444)))) もはやもはやもはやもはや米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済とととと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しかないとでしかないとでしかないとでしかない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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((5555)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地がががが返還返還返還返還されればどのようなされればどのようなされればどのようなされればどのような経済発展経済発展経済発展経済発展がががが見込見込見込見込めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。

((((6666)))) 県県県県のののの沖縄沖縄沖縄沖縄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はははは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しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないか。。。。基地基地基地基地がなくながなくながなくながなくな
ればればればれば沖縄沖縄沖縄沖縄はどれだけはどれだけはどれだけはどれだけ発展発展発展発展するのかするのかするのかするのか。。。。

((((7777)))) 国国国国からからからから支出支出支出支出されるされるされるされる国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金とととと地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの合計合計合計合計のののの人口人口人口人口１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの全国順位全国順位全国順位全国順位についてについてについてについて
問問問問うううう。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは基地基地基地基地があるからがあるからがあるからがあるから国国国国からのからのからのからの予算予算予算予算をををを全国一全国一全国一全国一もらっているとのもらっているとのもらっているとのもらっているとの誤解誤解誤解誤解があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県はこはこはこはこ
のののの誤解誤解誤解誤解をををを解解解解くためにどのようなくためにどのようなくためにどのようなくためにどのような対策対策対策対策をとっているのかをとっているのかをとっているのかをとっているのか。。。。

5555 雇用雇用雇用雇用についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用はははは減減減減りりりり続続続続けけけけ、、、、非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用がががが増大増大増大増大しているしているしているしている。。。。97979797年年年年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推移推移推移推移をををを
全体全体全体全体、、、、性別性別性別性別、、、、若年者若年者若年者若年者のののの推移推移推移推移とととと全国比全国比全国比全国比をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民のののの所得所得所得所得のののの97979797年年年年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推移推移推移推移についてについてについてについて、、、、年収年収年収年収200200200200万円未満万円未満万円未満万円未満、、、、150150150150万円未満万円未満万円未満万円未満、、、、
100100100100万円未満万円未満万円未満万円未満でどうなっているかでどうなっているかでどうなっているかでどうなっているか。。。。

((((3333)))) 正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をふやすためにをふやすためにをふやすためにをふやすために県県県県としてのとしてのとしてのとしての対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 建設業建設業建設業建設業などのなどのなどのなどの人材不足人材不足人材不足人材不足についてのについてのについてのについての対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 下請下請下請下請やややや労働者労働者労働者労働者のののの生活生活生活生活がががが守守守守れるようにすることがれるようにすることがれるようにすることがれるようにすることが大事大事大事大事でありでありでありであり、、、、そのためにそのためにそのためにそのために公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例をををを直直直直ちちちち
にににに制定制定制定制定することすることすることすること。。。。

((((6666)))) 職業訓練校職業訓練校職業訓練校職業訓練校のののの生徒募集生徒募集生徒募集生徒募集のののの状況状況状況状況とととと対策対策対策対策についてについてについてについて

6666 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)))) 本土本土本土本土からのからのからのからの航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃をををを含含含含めめめめ県内県内県内県内でででで消費消費消費消費されたされたされたされた観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額をををを含含含含めためためためた観光客観光客観光客観光客のののの旅行支出旅行支出旅行支出旅行支出とととと
県外県外県外県外、、、、県内比県内比県内比県内比についてについてについてについて

((((2222)))) 県内県内県内県内にににに立地立地立地立地しているしているしているしているホテルホテルホテルホテルのののの現在現在現在現在のののの国外国外国外国外、、、、県外県外県外県外、、、、県内資本県内資本県内資本県内資本のののの割合割合割合割合についてについてについてについて

7777 教育教育教育教育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教育教育教育教育にかけるにかけるにかけるにかける予算予算予算予算はははは、、、、小学校児童小学校児童小学校児童小学校児童１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの教育費総額教育費総額教育費総額教育費総額はははは38383838位位位位、、、、中学校生徒中学校生徒中学校生徒中学校生徒１１１１
人当人当人当人当たりはたりはたりはたりは42424242位位位位となりとなりとなりとなり、、、、建設費建設費建設費建設費をををを除除除除くとくとくとくと、、、、小学校児童小学校児童小学校児童小学校児童１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの教育費教育費教育費教育費がががが全国全国全国全国でででで最下最下最下最下
位位位位、、、、中学校生徒中学校生徒中学校生徒中学校生徒１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの教育費教育費教育費教育費がががが42424242位位位位となっていることをとなっていることをとなっていることをとなっていることを指摘指摘指摘指摘したがしたがしたがしたが、、、、認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 先生先生先生先生１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの児童数児童数児童数児童数、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数もももも沖縄沖縄沖縄沖縄はははは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多多多多いことをいことをいことをいことを指摘指摘指摘指摘したがしたがしたがしたが、、、、認識認識認識認識をををを
問問問問うううう。。。。

((((3333)))) さらにさらにさらにさらに、、、、先生方先生方先生方先生方のののの過重負担過重負担過重負担過重負担でででで精神的疾患精神的疾患精神的疾患精神的疾患がががが全国全国全国全国にににに比比比比べてべてべてべて多多多多いといといといと指摘指摘指摘指摘したがしたがしたがしたが、、、、認識認識認識認識とととと対策対策対策対策
をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) これらのこれらのこれらのこれらの指摘指摘指摘指摘をををを行行行行いいいい、、、、解決解決解決解決のためにものためにものためにものためにも、、、、まずまずまずまず30303030人学級人学級人学級人学級をををを全全全全てのてのてのての学年学年学年学年でででで行行行行うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要とととと指指指指
摘摘摘摘したがしたがしたがしたが、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会ではではではでは、、、、さきのさきのさきのさきの指摘指摘指摘指摘とともにどのようなとともにどのようなとともにどのようなとともにどのような議論議論議論議論がががが行行行行われたのかわれたのかわれたのかわれたのか。。。。対応対応対応対応がががが
急急急急がれているとがれているとがれているとがれていると思思思思うがうがうがうが教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長にににに聞聞聞聞くくくく。。。。

((((5555)))) 教育教育教育教育についてについてについてについて県県県県やややや市町村自治体市町村自治体市町村自治体市町村自治体がやらなければならないのはがやらなければならないのはがやらなければならないのはがやらなければならないのは、、、、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であるであるであるである。。。。
県当局県当局県当局県当局はははは、、、、不足不足不足不足しているしているしているしている教員教員教員教員のののの確保確保確保確保やややや30303030人学級実現人学級実現人学級実現人学級実現などのなどのなどのなどの必要必要必要必要なななな予算予算予算予算をつけるべきであをつけるべきであをつけるべきであをつけるべきであ
るるるる。。。。

8888 県民福祉県民福祉県民福祉県民福祉についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子どもどもどもども通院医療費無料化通院医療費無料化通院医療費無料化通院医療費無料化をををを中学校卒業中学校卒業中学校卒業中学校卒業までまでまでまで実施実施実施実施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次年度予定次年度予定次年度予定次年度予定のののの自治体自治体自治体自治体
のののの動向動向動向動向についてについてについてについて。。。。県県県県としてとしてとしてとして実施実施実施実施することすることすることすること。。。。窓口無料化窓口無料化窓口無料化窓口無料化のののの実施実施実施実施についてについてについてについて

((((2222)))) 学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブへのへのへのへのクーラークーラークーラークーラー設置設置設置設置とととと維持費維持費維持費維持費にににに一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金がががが使使使使えるようにすべきであるえるようにすべきであるえるようにすべきであるえるようにすべきである。。。。

((((3333)))) 国保税国保税国保税国保税がががが高高高高くてくてくてくて支払支払支払支払えないえないえないえない県民県民県民県民がががが増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。滞納滞納滞納滞納のののの実態実態実態実態とととと市町村国保市町村国保市町村国保市町村国保のののの運営状況運営状況運営状況運営状況、、、、
全国全国全国全国でのでのでのでの都道府県単独都道府県単独都道府県単独都道府県単独のののの市町村国保市町村国保市町村国保市町村国保へのへのへのへの支援状況支援状況支援状況支援状況。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県もももも直直直直ちにちにちにちに市町村国保市町村国保市町村国保市町村国保へのへのへのへの
県独自県独自県独自県独自のののの支援支援支援支援をををを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。。。。
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((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの年金生活者年金生活者年金生活者年金生活者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、、、、無年金者無年金者無年金者無年金者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問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 年金受給額年金受給額年金受給額年金受給額がががが昨年昨年昨年昨年からからからから引引引引きききき下下下下げられたげられたげられたげられた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、2016201620162016年度年度年度年度からからからからマクロマクロマクロマクロ経済経済経済経済スライドスライドスライドスライド性性性性でででで自自自自
動的動的動的動的にににに引引引引きききき下下下下げるようにとしているげるようにとしているげるようにとしているげるようにとしている。。。。県県県県としてとしてとしてとして年金引年金引年金引年金引きききき下下下下げをげをげをげを中止中止中止中止するようにするようにするようにするように政府政府政府政府にににに求求求求めるめるめるめる
べきであるべきであるべきであるべきである。。。。

((((6666)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの扶助基準扶助基準扶助基準扶助基準がががが昨年引昨年引昨年引昨年引きききき下下下下げられたがげられたがげられたがげられたが、、、、憲法憲法憲法憲法でででで保障保障保障保障されたされたされたされた最低限最低限最低限最低限のののの生活生活生活生活をををを営営営営むむむむ
権利権利権利権利をををを奪奪奪奪うものであるうものであるうものであるうものである。。。。もとにもとにもとにもとに戻戻戻戻すようにすようにすようにすように政府政府政府政府にににに求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

((((7777)))) 県内県内県内県内でのでのでのでの無料無料無料無料・・・・低額診療制度低額診療制度低額診療制度低額診療制度をををを実施実施実施実施しているしているしているしている医療機関数医療機関数医療機関数医療機関数とこのとこのとこのとこの間間間間のののの実績実績実績実績とととと問題点問題点問題点問題点、、、、今後今後今後今後
のののの課題課題課題課題、、、、県県県県のののの支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて

((((8888)))) 仲井眞県政仲井眞県政仲井眞県政仲井眞県政ではではではでは県営団地県営団地県営団地県営団地のののの新規建設新規建設新規建設新規建設はははは一一一一つもないつもないつもないつもない。。。。全国平均全国平均全国平均全国平均にににに２２２２万戸万戸万戸万戸もももも不足不足不足不足していおしていおしていおしていお
りりりり、、、、県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅のののの建設建設建設建設をををを進進進進めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

9999 カジノカジノカジノカジノについてについてについてについて
　　　　沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは全国全国全国全国でもでもでもでも突出突出突出突出したしたしたしたカジノカジノカジノカジノ推進県政推進県政推進県政推進県政であるであるであるである。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでのカジノカジノカジノカジノ調査調査調査調査のためにのためにのためにのために投投投投じたじたじたじた
予算予算予算予算とととと全国比全国比全国比全国比をををを問問問問うううう。。。。カジノカジノカジノカジノはははは刑法刑法刑法刑法でででで禁禁禁禁じられているじられているじられているじられている。。。。直直直直ちにちにちにちに計画計画計画計画をををを中止中止中止中止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。


