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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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 公有水面埋立問題公有水面埋立問題公有水面埋立問題公有水面埋立問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対はははは県民総意県民総意県民総意県民総意でありでありでありであり、、、、知事知事知事知事みずからのみずからのみずからのみずからの「「「「県外公約県外公約県外公約県外公約」」」」もももも破破破破るるるる承認承認承認承認はははは最最最最
悪悪悪悪のののの選択選択選択選択であるであるであるである。。。。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すべきすべきすべき。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは、、、、12121212月議会月議会月議会月議会でででで「「「「県外公約県外公約県外公約県外公約をををを守守守守るるるる」、「」、「」、「」、「辺野古辺野古辺野古辺野古はははは困難困難困難困難」」」」というというというという答弁答弁答弁答弁をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、12121212月月月月８８８８日日日日
にににに山本一太沖縄担当大臣山本一太沖縄担当大臣山本一太沖縄担当大臣山本一太沖縄担当大臣とととと面談面談面談面談をしたをしたをしたをした翌翌翌翌９９９９日日日日からからからから病気療養病気療養病気療養病気療養をををを理由理由理由理由にににに議会議会議会議会をををを欠席欠席欠席欠席しししし、、、、埋立埋立埋立埋立
承認発表承認発表承認発表承認発表までまでまでまで県民県民県民県民のののの前前前前からからからから姿姿姿姿をををを隠隠隠隠していたしていたしていたしていた。。。。そのそのそのその間間間間のののの行動行動行動行動でででで何何何何をしたのかをしたのかをしたのかをしたのか、、、、知事知事知事知事はははは県民県民県民県民
にににに説明説明説明説明すべきすべきすべきすべき義務義務義務義務があるがあるがあるがある。。。。説明説明説明説明できないできないできないできない理由理由理由理由があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事のののの公約公約公約公約にににに照照照照らせばらせばらせばらせば、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請はははは不承認不承認不承認不承認するするするする以外以外以外以外ないないないない。。。。万一万一万一万一、、、、公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法にににに適適適適
合合合合していてもしていてもしていてもしていても、、、、県民県民県民県民へのへのへのへの公約公約公約公約をををを実現実現実現実現するするするする信念信念信念信念があるならがあるならがあるならがあるなら不承認不承認不承認不承認がががが当然当然当然当然ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((4444)))) 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認によるによるによるによる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ののののゴーサインゴーサインゴーサインゴーサインをををを出出出出しながらしながらしながらしながら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守守守守るとるとるとると支支支支
離滅裂離滅裂離滅裂離滅裂なことをなことをなことをなことを言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、どういうことかどういうことかどういうことかどういうことか説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。提案説明要旨提案説明要旨提案説明要旨提案説明要旨でででで昨年昨年昨年昨年までまでまでまで記載記載記載記載
されていたされていたされていたされていた県外移設県外移設県外移設県外移設がががが削除削除削除削除されているのはされているのはされているのはされているのは、、、、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たからではないのかてたからではないのかてたからではないのかてたからではないのか。。。。

((((5555)))) 公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号号号号はははは、「、「、「、「そのそのそのその埋立埋立埋立埋立がががが環境保全及環境保全及環境保全及環境保全及びびびび災害防止災害防止災害防止災害防止につきにつきにつきにつき十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮
されたものであることされたものであることされたものであることされたものであること。」。」。」。」がががが承認要件承認要件承認要件承認要件となっているとなっているとなっているとなっている。。。。承認判断承認判断承認判断承認判断をしたをしたをしたをした12121212月月月月23232323日日日日のののの審査結果審査結果審査結果審査結果
書書書書ではではではでは「「「「現段階現段階現段階現段階でででで取取取取りりりり得得得得るとるとるとると考考考考えられるえられるえられるえられる環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等がががが講講講講じられておりじられておりじられておりじられており、、、、基準基準基準基準にににに適合適合適合適合しししし
ていないとはていないとはていないとはていないとは言言言言えないえないえないえない。」。」。」。」というというというという記述記述記述記述となっているとなっているとなっているとなっている。。。。環境保全環境保全環境保全環境保全にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮されていないがたされていないがたされていないがたされていないがた
めにめにめにめに「「「「適合適合適合適合しているしているしているしている」」」」とととと記述記述記述記述できなかったのではないのかできなかったのではないのかできなかったのではないのかできなかったのではないのか。。。。

((((6666)))) 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種ののののジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンについてについてについてについて、、、、埋立承認申請書埋立承認申請書埋立承認申請書埋立承認申請書のののの環境評価書環境評価書環境評価書環境評価書はははは「「「「辺野古地区辺野古地区辺野古地区辺野古地区でででで採食採食採食採食
するするするする可能性可能性可能性可能性はははは小小小小さいさいさいさい」」」」とととと記載記載記載記載しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、辺野古地区辺野古地区辺野古地区辺野古地区でででで12121212本本本本のののの食跡食跡食跡食跡がががが発見発見発見発見されたされたされたされた
ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのののの生息域生息域生息域生息域にににに関関関関してしてしてして、、、、評価書評価書評価書評価書のののの誤誤誤誤ったったったった予測予測予測予測のののの訂正訂正訂正訂正はなされているのかはなされているのかはなされているのかはなされているのか。。。。またまたまたまた、、、、78787878ヘヘヘヘ
クタールクタールクタールクタールがががが消失消失消失消失するとするとするとすると予測予測予測予測しているしているしているしている海藻草類海藻草類海藻草類海藻草類についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的なななな環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置にににに言及言及言及言及しししし
ているかているかているかているか。「。「。「。「環境保全環境保全環境保全環境保全にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮しているしているしているしている」」」」とととと言言言言えるかえるかえるかえるか。。。。

((((7777)))) 百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会でででで、、、、宮城環境影響評価審査会会長宮城環境影響評価審査会会長宮城環境影響評価審査会会長宮城環境影響評価審査会会長はははは「「「「ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンはははは保全対策保全対策保全対策保全対策のののの基礎基礎基礎基礎データデータデータデータがががが
少少少少ないのでないのでないのでないので保護保護保護保護はははは疑疑疑疑わしいわしいわしいわしい」」」」とととと意見意見意見意見をををを述述述述べているべているべているべている。。。。どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにしてジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのためののためののためののための環境保環境保環境保環境保
全全全全にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。

((((8888)))) 埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請はははは普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの代替施設代替施設代替施設代替施設とされているがとされているがとされているがとされているが、、、、埋立面積埋立面積埋立面積埋立面積、、、、規模規模規模規模、、、、機能機能機能機能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。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに軍港軍港軍港軍港はないはないはないはない。。。。ボノムボノムボノムボノム・・・・リシャールリシャールリシャールリシャール強襲揚陸艦強襲揚陸艦強襲揚陸艦強襲揚陸艦がががが接岸可能接岸可能接岸可能接岸可能なななな272272272272メートメートメートメート
ルルルルのののの岸壁岸壁岸壁岸壁のののの軍港軍港軍港軍港はははは機能強化機能強化機能強化機能強化したしたしたした巨大米軍基地巨大米軍基地巨大米軍基地巨大米軍基地でありでありでありであり、、、、新基地新基地新基地新基地のののの建設建設建設建設ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((9999)))) 環境省環境省環境省環境省のののの2011201120112011年海洋生物多様性保全戦略年海洋生物多様性保全戦略年海洋生物多様性保全戦略年海洋生物多様性保全戦略のののの「「「「海域海域海域海域のののの特性特性特性特性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた対策対策対策対策のののの推進推進推進推進」」」」のののの記記記記
述述述述、、、、生物多様性国家戦略生物多様性国家戦略生物多様性国家戦略生物多様性国家戦略2012201220122012－－－－2020202020202020ののののジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンについてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように記述記述記述記述されているかされているかされているかされているか。。。。

((((10101010))))宮城会長宮城会長宮城会長宮城会長はははは百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会でででで「「「「アセスアセスアセスアセスはははは最初最初最初最初からやりからやりからやりからやり直直直直しがしがしがしが必要必要必要必要だっただっただっただった」」」」がががが「「「「審査審査審査審査しないとしないとしないとしないと環環環環
境的境的境的境的にににに問題問題問題問題ないとないとないとないと受受受受けけけけ取取取取られかねないられかねないられかねないられかねない」」」」とととと答申答申答申答申したがしたがしたがしたが、、、、13131313人人人人のののの審査会審査会審査会審査会のののの委員委員委員委員はははは「「「「知事知事知事知事のののの承承承承
認判断認判断認判断認判断にほとんどにほとんどにほとんどにほとんど同意同意同意同意していないだろうしていないだろうしていないだろうしていないだろう」、「」、「」、「」、「現段階現段階現段階現段階においてにおいてにおいてにおいて防衛局防衛局防衛局防衛局のののの対策対策対策対策にににに懸念懸念懸念懸念はははは払拭払拭払拭払拭
できていないできていないできていないできていない」、「」、「」、「」、「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」」」」とととと厳厳厳厳しいしいしいしい意見意見意見意見をををを述述述述べているべているべているべている。。。。それでもそれでもそれでもそれでも承認承認承認承認できるとできるとできるとできると
いうならいうならいうならいうなら具体的具体的具体的具体的にににに根拠根拠根拠根拠をををを示示示示してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。

((((11111111))))百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会でででで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「「「「名護市名護市名護市名護市のののの意見意見意見意見はははは知事判断知事判断知事判断知事判断にににに全全全全くくくく反映反映反映反映されていないされていないされていないされていない」、」、」、」、
公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第４４４４条条条条１１１１項項項項３３３３号号号号においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「名護市名護市名護市名護市のののの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にせずににせずににせずににせずに承認承認承認承認したしたしたした」、」、」、」、
「「「「市民市民市民市民のののの生活生活生活生活をををを脅脅脅脅かすかすかすかす承認承認承認承認はははは納得納得納得納得できないできないできないできない」、「」、「」、「」、「承認承認承認承認はははは取取取取りりりり消消消消すべきすべきすべきすべき」」」」とととと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、、、、
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。。。。

((((12121212))))普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの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はははは担保担保担保担保もももも保証保証保証保証もなくもなくもなくもなく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県民県民県民県民だましでだましでだましでだましで
はないかはないかはないかはないか。。。。一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去はははは、、、、即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖・・・・無条件返還無条件返還無条件返還無条件返還をををを実現実現実現実現することがすることがすることがすることが現実的現実的現実的現実的
であるであるであるである。。。。なぜなぜなぜなぜ要求要求要求要求しないのかしないのかしないのかしないのか。。。。
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2222 高江高江高江高江のののの６６６６カカカカ所所所所ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設でででで伐採伐採伐採伐採されるされるされるされる森林面積森林面積森林面積森林面積はどれだけかはどれだけかはどれだけかはどれだけか。。。。生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性ののののヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル
のののの森森森森がががが破壊破壊破壊破壊されるされるされるされるヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設をををを中止中止中止中止すべきすべきすべきすべき。。。。

3333 高齢者問題高齢者問題高齢者問題高齢者問題についてについてについてについて

((((1111)))) 無年金者無年金者無年金者無年金者、、、、低年金者低年金者低年金者低年金者のののの実態実態実態実態とととと認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。復帰特別措置復帰特別措置復帰特別措置復帰特別措置のののの保険料保険料保険料保険料のののの追加納付追加納付追加納付追加納付ができずができずができずができず
にににに無年金無年金無年金無年金となっているとなっているとなっているとなっている人人人人はははは何人何人何人何人いるかいるかいるかいるか。。。。特別特別特別特別のののの支援制度支援制度支援制度支援制度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。。。。

((((2222)))) 住宅確保住宅確保住宅確保住宅確保はははは生存権生存権生存権生存権にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる重要課題重要課題重要課題重要課題であるであるであるである。。。。生活困窮生活困窮生活困窮生活困窮などのなどのなどのなどの住居住居住居住居となるとなるとなるとなる老人老人老人老人ホームホームホームホームなななな
どのどのどのどの増設増設増設増設、、、、公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの増設増設増設増設、、、、民間民間民間民間アパートアパートアパートアパート居住居住居住居住のののの家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助のののの制度制度制度制度がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがどうえるがどうえるがどうえるがどう
かかかか。。。。高齢者財団高齢者財団高齢者財団高齢者財団によるによるによるによる家賃保証家賃保証家賃保証家賃保証のののの新年度新年度新年度新年度のののの計画戸数計画戸数計画戸数計画戸数はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((3333)))) 高齢者高齢者高齢者高齢者のののの死亡原因死亡原因死亡原因死亡原因でででで、、、、肺炎肺炎肺炎肺炎がががが２２２２位位位位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌ワクチンワクチンワクチンワクチンでででで死亡死亡死亡死亡リスクリスクリスクリスクをををを減減減減らせるらせるらせるらせる
がががが、、、、ワクチンワクチンワクチンワクチンのののの助成額助成額助成額助成額はははは市町村市町村市町村市町村によってによってによってによって違違違違いがあるいがあるいがあるいがある。。。。全額助成全額助成全額助成全額助成をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか。。。。

4444 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)))) 大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村でででで、、、、標高標高標高標高５５５５メートルメートルメートルメートルのののの津波危険地帯津波危険地帯津波危険地帯津波危険地帯のののの埋立地埋立地埋立地埋立地にににに統廃合統廃合統廃合統廃合によるによるによるによる学校新築学校新築学校新築学校新築がががが予定予定予定予定ささささ
れているれているれているれている。。。。災害避難所災害避難所災害避難所災害避難所にもにもにもにも指定指定指定指定されるされるされるされる小中学校小中学校小中学校小中学校はははは最最最最もももも安全安全安全安全がががが確保確保確保確保されなければならなされなければならなされなければならなされなければならな
いいいい。。。。教育長教育長教育長教育長はははは委員会委員会委員会委員会でででで県立学校県立学校県立学校県立学校はそのようなところにつくらないとはそのようなところにつくらないとはそのようなところにつくらないとはそのようなところにつくらないと答答答答えているえているえているえている。。。。安全安全安全安全なななな場場場場
所所所所のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてけてけてけて県県県県がががが支援支援支援支援をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか。。。。

((((2222)))) 障害児学級障害児学級障害児学級障害児学級のののの要望要望要望要望をををを出出出出しているしているしているしている保護者保護者保護者保護者からからからから、、、、いまだいまだいまだいまだ開設連絡開設連絡開設連絡開設連絡がないとがないとがないとがない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せらせらせら
れているれているれているれている。。。。新年度新年度新年度新年度、、、、市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級のののの要請数要請数要請数要請数とととと設置予定数設置予定数設置予定数設置予定数はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか。。。。支援員支援員支援員支援員のののの要望要望要望要望にににに対対対対するするするする学習支援員学習支援員学習支援員学習支援員のののの配置配置配置配置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。。。。必要必要必要必要とするとするとするとする全全全全てのてのてのての生生生生
徒徒徒徒にににに支援員支援員支援員支援員をををを配置配置配置配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

((((3333)))) 福島原発事故後福島原発事故後福島原発事故後福島原発事故後、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省からからからから「「「「放射能放射能放射能放射能のはなしのはなしのはなしのはなし」」」」がががが学校学校学校学校のののの副読本副読本副読本副読本としてとしてとしてとして配布配布配布配布されてされてされてされて
いるかいるかいるかいるか実態実態実態実態をををを問問問問うううう。。。。原発事故原発事故原発事故原発事故によるによるによるによる放射能放射能放射能放射能のののの危険危険危険危険をををを教教教教えるものでなくえるものでなくえるものでなくえるものでなく、、、、過度過度過度過度にににに安全安全安全安全をををを強調強調強調強調
するするするする内容内容内容内容だとのだとのだとのだとの指摘指摘指摘指摘があるががあるががあるががあるが、、、、内容内容内容内容やややや配布配布配布配布をををを検討検討検討検討すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

5555 母子寡婦貸付母子寡婦貸付母子寡婦貸付母子寡婦貸付、、、、給付制度給付制度給付制度給付制度のののの実績実績実績実績はははは５５５５年前年前年前年前とととと比比比比べてどうかべてどうかべてどうかべてどうか。。。。政府政府政府政府はははは高等技能訓練費高等技能訓練費高等技能訓練費高等技能訓練費をををを３３３３年間年間年間年間
からからからから２２２２年間年間年間年間にににに給付期間給付期間給付期間給付期間をををを短縮短縮短縮短縮したがしたがしたがしたが、、、、どのようなどのようなどのような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。。。。３３３３年間給付年間給付年間給付年間給付をををを維持維持維持維持するためするためするためするため
のののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

6666 保育所保育所保育所保育所にににに入入入入れないれないれないれない父母父母父母父母のののの負担負担負担負担はははは深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。9000900090009000人余人余人余人余のののの待機児童待機児童待機児童待機児童はははは90909090人定員人定員人定員人定員のののの認可保育認可保育認可保育認可保育
所所所所がががが100100100100カカカカ所所所所あればあればあればあれば解消解消解消解消されるされるされるされる。。。。市町村市町村市町村市町村のののの認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの増設計画増設計画増設計画増設計画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、、、、待機待機待機待機
児童解消児童解消児童解消児童解消をををを急急急急ぐべきぐべきぐべきぐべき。。。。

7777 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のののの承認条件承認条件承認条件承認条件とされているとされているとされているとされている米軍牧港補給基地米軍牧港補給基地米軍牧港補給基地米軍牧港補給基地のののの７７７７年以内年以内年以内年以内のののの返還返還返還返還についについについについ
てててて、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府がががが日米合意日米合意日米合意日米合意のののの見直見直見直見直しをしなければできないがしをしなければできないがしをしなければできないがしをしなければできないが保証保証保証保証はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。移設条件移設条件移設条件移設条件つきとつきとつきとつきと
されたされたされたされた移設先自治体移設先自治体移設先自治体移設先自治体やややや住民住民住民住民がががが反対反対反対反対をしているをしているをしているをしている。。。。代替基地条件代替基地条件代替基地条件代替基地条件つきつきつきつき返還返還返還返還はははは基地基地基地基地のののの固定化強固定化強固定化強固定化強
化化化化でありでありでありであり、、、、県民県民県民県民のののの意思意思意思意思にににに反反反反するものするものするものするもの。。。。無条件全面返還無条件全面返還無条件全面返還無条件全面返還がががが現実的要求現実的要求現実的要求現実的要求ではないかではないかではないかではないか。。。。

8888 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つくるをつくるをつくるをつくる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逆行逆行逆行逆行しているしているしているしている浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設にににに反対反対反対反対すべきすべきすべきすべき。。。。浦浦浦浦
添軍港添軍港添軍港添軍港はははは県民県民県民県民がががが反対反対反対反対しているしているしているしている新基地新基地新基地新基地のののの建設建設建設建設であるであるであるである。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの表玄関表玄関表玄関表玄関であるであるであるである那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾のののの物物物物
流計画流計画流計画流計画やややや大型大型大型大型クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの誘致計画誘致計画誘致計画誘致計画にににに照照照照らしてらしてらしてらして、、、、港湾機能港湾機能港湾機能港湾機能がががが停止停止停止停止しししし民間港民間港民間港民間港としてとしてとしてとして成成成成りりりり立立立立たたたた
なくなることはなくなることはなくなることはなくなることは明白明白明白明白ではないかではないかではないかではないか。。。。軍民共用軍民共用軍民共用軍民共用のののの佐世保港佐世保港佐世保港佐世保港はははは民間港民間港民間港民間港がががが多多多多くのくのくのくの制限制限制限制限をををを受受受受けているがけているがけているがけているが
実態実態実態実態をををを問問問問うううう。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧（（（（西普天間住宅地区西普天間住宅地区西普天間住宅地区西普天間住宅地区））））のののの返還問題返還問題返還問題返還問題とととと跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用についてについてについてについて

((((1111)))) 法的位置法的位置法的位置法的位置づけとづけとづけとづけと返還返還返還返還スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 西普天間住宅地区西普天間住宅地区西普天間住宅地区西普天間住宅地区のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用にににに関関関関するするするする協議会協議会協議会協議会についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 計画計画計画計画・・・・道路作業部会道路作業部会道路作業部会道路作業部会のののの役割役割役割役割とととと構成構成構成構成メンバーメンバーメンバーメンバー、、、、現在現在現在現在のののの作業作業作業作業のののの進進進進状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 支障除去作業部会支障除去作業部会支障除去作業部会支障除去作業部会のののの役割役割役割役割とととと構成構成構成構成メンバーメンバーメンバーメンバー、、、、現在現在現在現在のののの作業作業作業作業のののの進進進進状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ がんがんがんがん治療治療治療治療をするをするをするをする重粒子治療施設重粒子治療施設重粒子治療施設重粒子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問問問問うううう。。。。

2222 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公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請のののの審査結果審査結果審査結果審査結果についてについてについてについて

((((1111)))) 事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる工事中工事中工事中工事中のののの騒音騒音騒音騒音などのなどのなどのなどの環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンなどなどなどなど海生生物海生生物海生生物海生生物にににに対対対対するするするする環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 供用後供用後供用後供用後のののの航空機騒音対策航空機騒音対策航空機騒音対策航空機騒音対策などのなどのなどのなどの実施計画実施計画実施計画実施計画についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 平成平成平成平成25252525年年年年11111111月月月月12121212日日日日のののの審査状況審査状況審査状況審査状況・・・・中間報告中間報告中間報告中間報告についてについてについてについて

((((5555)))) 平成平成平成平成25252525年年年年12121212月月月月23232323日日日日のののの審査結果審査結果審査結果審査結果についてについてについてについて

3333 沖縄振興及沖縄振興及沖縄振興及沖縄振興及びびびび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関関関関するするするする要請要請要請要請についてについてについてについて

((((1111)))) ２２２２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ついてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止、、、、早期返還早期返還早期返還早期返還についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・キンザーキンザーキンザーキンザーのののの７７７７年以内全面返還年以内全面返還年以内全面返還年以内全面返還についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 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条項条項条項条項のののの追加等追加等追加等追加等、、、、改定改定改定改定についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ12121212機程度機程度機程度機程度をををを県外県外県外県外のののの拠点拠点拠点拠点にににに配備配備配備配備についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 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ついてについてについてについて

ｱｱｱｱ 環境保全環境保全環境保全環境保全へのへのへのへの懸念懸念懸念懸念があるということだけでがあるということだけでがあるということだけでがあるということだけで「「「「不適合不適合不適合不適合」」」」にすることはできなかったとのことだにすることはできなかったとのことだにすることはできなかったとのことだにすることはできなかったとのことだ
がががが、、、、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はははは何何何何のためにあるのかのためにあるのかのためにあるのかのためにあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 埋立法埋立法埋立法埋立法のののの目的目的目的目的とととと基準基準基準基準でででで言言言言えばえばえばえば承認承認承認承認というというというという答答答答えしかないとえしかないとえしかないとえしかないと言言言言うがうがうがうが逆逆逆逆ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。基準基準基準基準にににに
照照照照らしらしらしらし合合合合わせるとむしろわせるとむしろわせるとむしろわせるとむしろ不適合不適合不適合不適合ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事はははは閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定もないもないもないもない口約束口約束口約束口約束だけでだけでだけでだけで「「「「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」」」」などをなどをなどをなどを評評評評
価価価価したがしたがしたがしたが、、、、米国米国米国米国はははは即反応即反応即反応即反応しししし「「「「ありありありあり得得得得ないないないない」」」」とととと一蹴一蹴一蹴一蹴したしたしたした。。。。このこのこのこ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。。。。またまたまたまた、、、、５５５５年以内年以内年以内年以内にににに運用停止運用停止運用停止運用停止できないときのできないときのできないときのできないときの責任責任責任責任のののの取取取取りりりり方方方方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。。。。

ｴｴｴｴ 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県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」をををを公約公約公約公約としてとしてとしてとして当選当選当選当選したしたしたした。。。。一方一方一方一方でででで「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設しないとはしないとはしないとはしないとは一一一一
言言言言もももも言言言言っていないっていないっていないっていない」」」」というがというがというがというが、、、、このこのこのこの際際際際、、、、公約公約公約公約がががが優先優先優先優先されるのではないかされるのではないかされるのではないかされるのではないか。。。。知事知事知事知事にとってにとってにとってにとって「「「「公公公公
約約約約」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

ｵｵｵｵ 2014201420142014年年年年１１１１月月月月21212121日日日日、、、、小野寺防衛大臣小野寺防衛大臣小野寺防衛大臣小野寺防衛大臣はははは「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを進進進進めるめるめるめる」」」」とととと発言発言発言発言したがしたがしたがしたが「「「「地元地元地元地元のののの理解理解理解理解
はははは得得得得られているかられているかられているかられているか」」」」とととと問問問問われわれわれわれ、「、「、「、「県県県県のののの承認承認承認承認をををを頂頂頂頂いているいているいているいている」」」」とととと答答答答えているえているえているえている。。。。知事知事知事知事がががが承認承認承認承認したこしたこしたこしたこ
とでとでとでとで地元名護市地元名護市地元名護市地元名護市のののの声声声声はははは無視無視無視無視されているがされているがされているがされているが、、、、知事知事知事知事にとってにとってにとってにとって名護市長選名護市長選名護市長選名護市長選のののの結果結果結果結果やややや名護市民名護市民名護市民名護市民
のののの声声声声はどうでもいいのかはどうでもいいのかはどうでもいいのかはどうでもいいのか。。。。

ｶｶｶｶ 知事知事知事知事がががが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をてをてをてを承認承認承認承認したことでしたことでしたことでしたことで、、、、耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数100100100100年以上年以上年以上年以上とととと言言言言われるわれるわれるわれる巨大巨大巨大巨大なそしなそしなそしなそし
てててて強固強固強固強固なななな基地基地基地基地がががが押押押押しつけられるしつけられるしつけられるしつけられる。。。。またまたまたまた、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの名前名前名前名前もみずからのもみずからのもみずからのもみずからの意思意思意思意思でででで初初初初めてめてめてめて基基基基
地建設地建設地建設地建設をををを認認認認めためためためた知事知事知事知事としてとしてとしてとして半永久的半永久的半永久的半永久的にににに歴史歴史歴史歴史にににに残残残残ることになるることになるることになるることになる。。。。未来未来未来未来のののの子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは感謝感謝感謝感謝
するとするとするとすると思思思思うかうかうかうか。。。。

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)))) 次年度次年度次年度次年度からのからのからのからの高校授業料無償化制度高校授業料無償化制度高校授業料無償化制度高校授業料無償化制度がががが見直見直見直見直されされされされ、、、、年収年収年収年収910910910910万円未満万円未満万円未満万円未満とすることでとすることでとすることでとすることで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
ではどのようなではどのようなではどのようなではどのような影響影響影響影響があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。前回前回前回前回のののの答弁答弁答弁答弁ではではではでは１１１１学年学年学年学年3000300030003000人人人人ほどがほどがほどがほどが無償制度無償制度無償制度無償制度からからからから外外外外れれれれ
るとのことであったがるとのことであったがるとのことであったがるとのことであったが、、、、実際実際実際実際にににに影響影響影響影響をををを受受受受けるのはどのくらいかけるのはどのくらいかけるのはどのくらいかけるのはどのくらいか。。。。現在現在現在現在のののの在校生在校生在校生在校生についてはについてはについてはについては
どうかどうかどうかどうか。。。。またまたまたまた、、、、年収年収年収年収のののの証明書証明書証明書証明書をををを出出出出さないさないさないさない生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの対応対応対応対応をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯（（（（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））））のののの生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする奨学奨学奨学奨学のためののためののためののための給付金事業給付金事業給付金事業給付金事業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)))) 進学力進学力進学力進学力グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップ推進事業推進事業推進事業推進事業でででで7912791279127912万万万万7000700070007000円円円円のののの予算予算予算予算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具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容とととと
計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育のののの充実充実充実充実はははは大切大切大切大切なことですなことですなことですなことです。。。。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」」」」事業事業事業事業についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的
にどのようなことをするのかにどのようなことをするのかにどのようなことをするのかにどのようなことをするのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 昨年昨年昨年昨年のののの中学卒業生中学卒業生中学卒業生中学卒業生のののの中中中中でででで不登校不登校不登校不登校のののの生徒生徒生徒生徒はははは何人何人何人何人かかかか。。。。非行非行非行非行がががが原因原因原因原因でででで不登校不登校不登校不登校になったになったになったになった生徒生徒生徒生徒
のののの数数数数はどのくらいかはどのくらいかはどのくらいかはどのくらいか。。。。

((((6666)))) 進学進学進学進学やややや就職就職就職就職をせずをせずをせずをせず無業者無業者無業者無業者のままのままのままのまま中学校中学校中学校中学校をををを卒業卒業卒業卒業したしたしたした子供子供子供子供たちのそのたちのそのたちのそのたちのその後後後後がががが気気気気になるがになるがになるがになるが、、、、どこどこどこどこ
がががが受受受受けけけけ皿皿皿皿になっているとになっているとになっているとになっていると考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも子供子供子供子供のののの居場所居場所居場所居場所づくりがづくりがづくりがづくりが求求求求められるとめられるとめられるとめられると思思思思
うがうがうがうが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてのとしてのとしてのとしての具体的具体的具体的具体的なななな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。。。。

3333 少年非行問題少年非行問題少年非行問題少年非行問題についてについてについてについて

((((1111)))) 昨年昨年昨年昨年のののの少年非行少年非行少年非行少年非行のののの数数数数はどのくらいかはどのくらいかはどのくらいかはどのくらいか。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの少年非行少年非行少年非行少年非行のののの特徴特徴特徴特徴としてとしてとしてとして共犯率共犯率共犯率共犯率とととと再犯率再犯率再犯率再犯率がががが高高高高いとのこといとのこといとのこといとのこと、、、、昨年昨年昨年昨年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どうしてどうしてどうしてどう
かかかか。。。。
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4444 雇用雇用雇用雇用・・・・若者支援若者支援若者支援若者支援についてについてについてについて

((((1111)))) 先日先日先日先日、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法人法人法人法人サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターゆめさきをゆめさきをゆめさきをゆめさきを訪問訪問訪問訪問したしたしたした。。。。不登校不登校不登校不登校やひきこもりやひきこもりやひきこもりやひきこもり、、、、軽度軽度軽度軽度のののの発達発達発達発達
障害障害障害障害などのなどのなどのなどの子子子子どもどもどもども・・・・若者若者若者若者のののの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり、、、、就労支援就労支援就労支援就労支援をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、子供子供子供子供たちのためにたちのためにたちのためにたちのために頑頑頑頑
張張張張っているっているっているっている様子様子様子様子をををを見見見見ることができたることができたることができたることができた。。。。平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの予算予算予算予算4154415441544154万万万万3000300030003000円円円円でででで子子子子どもどもどもども・・・・若者育若者育若者育若者育
成支援事業成支援事業成支援事業成支援事業をやるようだがどのようなをやるようだがどのようなをやるようだがどのようなをやるようだがどのような総合総合総合総合センターセンターセンターセンター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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 特定不妊治療特定不妊治療特定不妊治療特定不妊治療についてについてについてについて

((((1111)))) 昨年昨年昨年昨年のののの不妊治療不妊治療不妊治療不妊治療をををを受受受受けたけたけたけた人数人数人数人数やややや回数回数回数回数、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠したしたしたした人人人人のののの数数数数はどのくらいかはどのくらいかはどのくらいかはどのくらいか。。。。

((((2222)))) １１１１回回回回のののの補助金補助金補助金補助金はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。何回何回何回何回までまでまでまで受受受受けられるかけられるかけられるかけられるか。。。。年齢制限年齢制限年齢制限年齢制限はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

6666 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがんワクチンワクチンワクチンワクチンについてについてについてについて

((((1111)))) これまでにこれまでにこれまでにこれまでに接種接種接種接種をををを受受受受けたけたけたけた人人人人はははは何人何人何人何人かかかか。。。。

((((2222)))) ワクチンワクチンワクチンワクチン接種後接種後接種後接種後、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの後遺症後遺症後遺症後遺症があるがあるがあるがある人人人人はどのくらいかはどのくらいかはどのくらいかはどのくらいか。。。。

((((3333)))) ワクチンワクチンワクチンワクチン接種後接種後接種後接種後、、、、何何何何かあったときのかあったときのかあったときのかあったときの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。

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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020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)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権がががが行使行使行使行使できるできるできるできる国家国家国家国家をををを目指目指目指目指すすすす極極極極めてめてめてめてタカタカタカタカ派的派的派的派的なななな政権政権政権政権であるであるであるである。。。。特特特特
定秘密保護法定秘密保護法定秘密保護法定秘密保護法のののの制定制定制定制定もそのもそのもそのもその一環一環一環一環であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。靖国参拝靖国参拝靖国参拝靖国参拝やややや従軍慰安婦問題従軍慰安婦問題従軍慰安婦問題従軍慰安婦問題、、、、首相側首相側首相側首相側
近近近近のののの発言発言発言発言、ＮＨＫ、ＮＨＫ、ＮＨＫ、ＮＨＫトップトップトップトップやややや経営委員経営委員経営委員経営委員のののの発言発言発言発言などなどなどなど、、、、歴史認識歴史認識歴史認識歴史認識のののの問題問題問題問題がががが今今今今、、、、クローズアップクローズアップクローズアップクローズアップささささ
れれれれ、、、、中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、米国米国米国米国をををを初初初初めとするめとするめとするめとする諸外国諸外国諸外国諸外国からからからから批判批判批判批判をををを浴浴浴浴びているびているびているびている。。。。これについてのこれについてのこれについてのこれについての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)))) 平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月23232323日日日日（（（（米国東部時間米国東部時間米国東部時間米国東部時間）、）、）、）、ワシントンワシントンワシントンワシントンＤＣＤＣＤＣＤＣでででで県主催県主催県主催県主催シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムがががが開催開催開催開催されたされたされたされた
がががが、、、、そのそのそのその際際際際のののの知事発言知事発言知事発言知事発言のののの確認確認確認確認とそのとそのとそのとその後後後後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

ｱｱｱｱ 「「「「日本日本日本日本のののの防衛関係防衛関係防衛関係防衛関係のののの人人人人ややややアメリカアメリカアメリカアメリカのののの人人人人たちにもたちにもたちにもたちにも何度何度何度何度かおかおかおかお伺伺伺伺いしたのですがいしたのですがいしたのですがいしたのですが、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設
計画計画計画計画はははは、、、、できているのだからできているのだからできているのだからできているのだから、、、、これをこれをこれをこれを進進進進めるとめるとめるとめると言言言言うううう。。。。しかししかししかししかし、、、、彼彼彼彼らがらがらがらが進進進進まないまないまないまない計画計画計画計画をををを計画計画計画計画だだだだ
とととと言言言言ってもってもってもっても、、、、僕僕僕僕らにはらにはらにはらには単単単単なるなるなるなる紙紙紙紙のののの計画計画計画計画としかとしかとしかとしか思思思思えませんえませんえませんえません。。。。ですからですからですからですから、、、、これはこれはこれはこれは計画計画計画計画ではないではないではないではない
のですのですのですのです。」「。」「。」「。」「決決決決めたことはめたことはめたことはめたことは少少少少しもしもしもしも変更変更変更変更しないとしないとしないとしないと考考考考えるならばえるならばえるならばえるならば、、、、問題問題問題問題はははは全全全全くくくく解決解決解決解決できないとできないとできないとできないと思思思思
うううう。」「。」「。」「。」「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しようとすればしようとすればしようとすれば、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに解決解決解決解決できるはずだできるはずだできるはずだできるはずだ。」。」。」。」というというというという発言発言発言発言をしていまをしていまをしていまをしていま
すすすす。。。。昨年昨年昨年昨年12121212月月月月27272727日日日日のののの知事知事知事知事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はははは、、、、このこのこのこの文脈文脈文脈文脈からどのようにからどのようにからどのようにからどのように解釈解釈解釈解釈しししし、、、、理解理解理解理解すすすす
ればよいかればよいかればよいかればよいか知事知事知事知事のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((3333)))) 同同同同シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムのののの知事知事知事知事のののの最後最後最後最後ののののコメントコメントコメントコメントでででで「「「「オハンロンオハンロンオハンロンオハンロン先生先生先生先生のあのごのあのごのあのごのあのご意見意見意見意見はははは非常非常非常非常にににに良良良良かっかっかっかっ
たたたた。。。。ただただただただ、「、「、「、「尖閣尖閣尖閣尖閣プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント論論論論」」」」だけがちょっといただけないものでしただけがちょっといただけないものでしただけがちょっといただけないものでしただけがちょっといただけないものでした。」。」。」。」とととと発言発言発言発言しているしているしているしている
がががが、、、、何何何何がががが「「「「いただけないものいただけないものいただけないものいただけないもの」」」」だったのかだったのかだったのかだったのか、、、、知事知事知事知事のののの尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題にににに対対対対するするするする外交外交外交外交、、、、防衛上防衛上防衛上防衛上のののの見解見解見解見解
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)))) 知事知事知事知事ははははコメントコメントコメントコメントのののの中中中中でででで、、、、我我我我々々々々のののの役割役割役割役割はまだはっきりしておりませんがはまだはっきりしておりませんがはまだはっきりしておりませんがはまだはっきりしておりませんが、、、、我我我我々々々々もももも何何何何かおかおかおかお役役役役にににに立立立立
ちたいとちたいとちたいとちたいと考考考考えていますとえていますとえていますとえていますと発言発言発言発言していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そのそのそのその「「「「おおおお役役役役にににに立立立立ちたいちたいちたいちたい」」」」というというというという真意真意真意真意はははは何何何何かかかか伺伺伺伺
うううう。。。。

2222 知事知事知事知事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についてについてについてについて

((((1111)))) 12121212月月月月25252525日日日日のののの総理官邸総理官邸総理官邸総理官邸でのでのでのでの発言発言発言発言についてについてについてについて
　「　「　「　「そしてそしてそしてそして最後最後最後最後ににににコメントコメントコメントコメント致致致致しますしますしますします。。。。安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理にごにごにごにご回答回答回答回答いただきましたいただきましたいただきましたいただきました、、、、やっていただいたこやっていただいたこやっていただいたこやっていただいたこ
ともきちんとともきちんとともきちんとともきちんと胸胸胸胸のののの中中中中にににに受受受受けけけけ止止止止めてめてめてめて、、、、これらをこれらをこれらをこれらを基礎基礎基礎基礎にににに、、、、これからこれからこれからこれから先先先先のののの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代替施代替施代替施代替施
設建設設建設設建設設建設もももも、、、、建設建設建設建設にににに係係係係るるるる埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての承認承認承認承認・・・・不承認不承認不承認不承認、、、、我我我我々々々々もももも２２２２日以内日以内日以内日以内にににに最終的最終的最終的最終的にににに決決決決めたいとめたいとめたいとめたいと
思思思思っていますっていますっていますっています。」。」。」。」とのとのとのとの発言発言発言発言についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 首相首相首相首相のどのようなのどのようなのどのようなのどのような回答回答回答回答をををを胸胸胸胸にににに受受受受けとめたかけとめたかけとめたかけとめたか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「これらをこれらをこれらをこれらを基礎基礎基礎基礎にににに」」」」とはとはとはとは、、、、どういうことをどういうことをどういうことをどういうことを基礎基礎基礎基礎にににに承認承認承認承認、、、、不承認不承認不承認不承認をををを決決決決めるということかめるということかめるということかめるということか。。。。

((((2222)))) 名護市長名護市長名護市長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
　　　　土木建築部長土木建築部長土木建築部長土木建築部長はははは１１１１月臨時議会月臨時議会月臨時議会月臨時議会でででで「「「「陸陸陸陸にもにもにもにも海海海海にもにもにもにも基地基地基地基地はつくらせないというはつくらせないというはつくらせないというはつくらせないという政治的政治的政治的政治的なおなおなおなお立立立立
場場場場でのでのでのでの意見意見意見意見」」」」としとしとしとし、「、「、「、「政治的政治的政治的政治的なななな理由理由理由理由のみによってのみによってのみによってのみによって不承認不承認不承認不承認とすることはとすることはとすることはとすることは困難困難困難困難」」」」とととと答弁答弁答弁答弁したしたしたした。。。。土土土土
木建築部長木建築部長木建築部長木建築部長のののの見解見解見解見解についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第３３３３条第条第条第条第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき名護市議会名護市議会名護市議会名護市議会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて提出提出提出提出されたされたされたされた地地地地
方自治体方自治体方自治体方自治体のののの意見意見意見意見をををを「「「「名護市長名護市長名護市長名護市長のののの政治的政治的政治的政治的おおおお立場立場立場立場」」」」としたとしたとしたと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根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「政治的立場政治的立場政治的立場政治的立場」」」」についてのについてのについてのについての定義定義定義定義はははは何何何何かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「政治的政治的政治的政治的なななな立場立場立場立場」」」」のののの意見意見意見意見はははは審査審査審査審査にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映されたかをされたかをされたかをされたかを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 知事知事知事知事のののの県政運営県政運営県政運営県政運営にににに当当当当たってのたってのたってのたっての所信所信所信所信についてについてについてについて

((((1111)))) 雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢についてについてについてについて（（（（２２２２ページページページページ））））
　「　「　「　「年平均年平均年平均年平均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、、、、平成平成平成平成23232323年年年年のののの7777....1111％、％、％、％、平成平成平成平成24242424年年年年のののの6666....8888％％％％からからからから平成平成平成平成25252525年年年年はははは5555....7777％％％％とととと
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18181818年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに5555％％％％台台台台となりとなりとなりとなり、、、、有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率もももも復帰後最高復帰後最高復帰後最高復帰後最高となるなどとなるなどとなるなどとなるなど、、、、雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢はははは着実着実着実着実にににに改改改改
善善善善」」」」していますしていますしていますしています。。。。

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内のののの正規正規正規正規、、、、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人数人数人数人数、、、、比率比率比率比率はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県内正規労働者県内正規労働者県内正規労働者県内正規労働者のののの平均月収平均月収平均月収平均月収（（（（手取手取手取手取りりりり））））はははは幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県内非正規労働者県内非正規労働者県内非正規労働者県内非正規労働者のののの平均月収平均月収平均月収平均月収（（（（手取手取手取手取りりりり））））はははは幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 日本経済活性化日本経済活性化日本経済活性化日本経済活性化のののの「「「「フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア創造創造創造創造」」」」についてについてについてについて（（（（３３３３ページページページページ））））
　「　「　「　「フロンティアフロンティアフロンティアフロンティア創造創造創造創造」」」」のののの中中中中にはにはにはには、、、、カジノカジノカジノカジノ特区特区特区特区のののの創設等創設等創設等創設等もももも想定想定想定想定したものかしたものかしたものかしたものか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「工芸工芸工芸工芸のののの杜杜杜杜（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」についてについてについてについて（（（（４４４４ページページページページ））））
　　　　整備構想整備構想整備構想整備構想のののの概要概要概要概要（（（（立地立地立地立地、、、、規模規模規模規模、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発、、、、製品開発製品開発製品開発製品開発））））はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか伺伺伺伺
うううう。。。。

((((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（（（（５５５５ページページページページ））））

ｱｱｱｱ 県計画県計画県計画県計画ではではではでは、、、、推計推計推計推計9000900090009000人人人人のののの待機児童待機児童待機児童待機児童をををを平成平成平成平成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解消解消解消解消するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、市市市市
町村町村町村町村のののの推計推計推計推計ではではではでは、、、、１１１１万万万万82828282人人人人となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県県県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待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消をををを図図図図るるるる計画計画計画計画かかかか伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ 保育士保育士保育士保育士のののの確保策確保策確保策確保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伺伺伺伺うううう。。。。特特特特にににに処遇面処遇面処遇面処遇面ではではではでは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような改善策改善策改善策改善策をををを考考考考えてえてえてえて
いるかいるかいるかいるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域におけるにおけるにおけるにおける医療体制医療体制医療体制医療体制についてについてについてについて（（（（５５５５ページページページページ））））

ｱｱｱｱ 「「「「基幹的病院基幹的病院基幹的病院基幹的病院のののの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療のののの確保確保確保確保・・・・充実充実充実充実にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ」」」」とはとはとはとは、、、、そのそのそのその方針方針方針方針、、、、考考考考ええええ方方方方にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 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５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止についてについてについてについて（（（（７７７７ページページページページ））））

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はははは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ついてについてについてについて、、、、対米交渉対米交渉対米交渉対米交渉はははは必要必要必要必要なくなくなくなく国内的国内的国内的国内的にににに解決解決解決解決できるものとできるものとできるものとできるものと
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伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 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についてしについてしについてしについて（（（（７７７７ページページページページ））））

ｱｱｱｱ 環境関連環境関連環境関連環境関連のののの新新新新たなたなたなたな補足協定補足協定補足協定補足協定にににに規定規定規定規定されるされるされるされる条項条項条項条項はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 犯人等犯人等犯人等犯人等のののの身柄引身柄引身柄引身柄引きききき渡渡渡渡しについてはどうかしについてはどうかしについてはどうかしについてはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 県職員県職員県職員県職員のののの旅行等旅行等旅行等旅行等、、、、出張時出張時出張時出張時におけるにおけるにおけるにおける文書処理規定文書処理規定文書処理規定文書処理規定についてについてについてについて

((((1111)))) 出張出張出張出張などのなどのなどのなどの際際際際、、、、旅行命令簿旅行命令簿旅行命令簿旅行命令簿はははは、、、、決裁決裁決裁決裁をををを受受受受けたけたけたけた上上上上、、、、備備備備えつけているかえつけているかえつけているかえつけているか。。。。

((((2222)))) 旅行命令簿旅行命令簿旅行命令簿旅行命令簿のののの様式様式様式様式、、、、記入事項記入事項記入事項記入事項はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((3333)))) 出張後出張後出張後出張後のののの復命書復命書復命書復命書はははは本人本人本人本人がががが記入記入記入記入しししし、、、、整備整備整備整備されているかされているかされているかされているか。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事がががが順天堂医大順天堂医大順天堂医大順天堂医大にににに入院中入院中入院中入院中にににに、、、、知事知事知事知事にににに業務報告業務報告業務報告業務報告のためのためのためのため上京上京上京上京したしたしたした役職員名役職員名役職員名役職員名、、、、滞在期間滞在期間滞在期間滞在期間、、、、
用務日数用務日数用務日数用務日数、、、、旅費総額旅費総額旅費総額旅費総額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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古にににに新基地新基地新基地新基地をををを建設建設建設建設するためのするためのするためのするための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をををを承認承認承認承認したしたしたした。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
民民民民のののの総意総意総意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、「、「、「、「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」というみずからのというみずからのというみずからのというみずからの公約公約公約公約にもにもにもにも背背背背くものでありくものでありくものでありくものであり、、、、断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認
できないできないできないできない。。。。知事知事知事知事はははは辞任辞任辞任辞任すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((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はははは「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古のののの海海海海にもにもにもにも陸陸陸陸にもにもにもにも基地基地基地基地をつくらせないをつくらせないをつくらせないをつくらせない」」」」とするとするとするとする稲嶺市長稲嶺市長稲嶺市長稲嶺市長がががが圧勝圧勝圧勝圧勝いたいたいたいた
しましたしましたしましたしました。。。。選挙結果選挙結果選挙結果選挙結果はははは新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対のののの名護市民名護市民名護市民名護市民のののの意思意思意思意思をををを明確明確明確明確にににに示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。知事知事知事知事
はこのはこのはこのはこの結果結果結果結果をどうをどうをどうをどう認識認識認識認識されますかされますかされますかされますか。。。。民意民意民意民意をををを受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて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はありますべきではありますべきではありますべきではありま
せんかせんかせんかせんか。。。。

((((3333)))) 公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請にににに環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部がががが提出提出提出提出したしたしたした意見意見意見意見ではではではでは、「、「、「、「生活環境及生活環境及生活環境及生活環境及びびびび自然環境自然環境自然環境自然環境のののの
保全保全保全保全についてについてについてについて不明不明不明不明なななな点点点点がありがありがありがあり、、、、懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できないできないできないできない」」」」とととと結論結論結論結論づけていますづけていますづけていますづけています。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその
後県後県後県後県はははは公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第４４４４条第条第条第条第１１１１項第項第項第項第１１１１号号号号からからからから第第第第６６６６号号号号にににに定定定定められているめられているめられているめられている承認基準承認基準承認基準承認基準についについについについ
てててて「「「「現段階現段階現段階現段階でででで取取取取りりりり得得得得るとるとるとると考考考考えられるえられるえられるえられる環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置がががが講講講講じられておりじられておりじられておりじられており、、、、基準基準基準基準にににに適合適合適合適合していなしていなしていなしていな
いとはいえないいとはいえないいとはいえないいとはいえない」」」」とととと結論結論結論結論づけていますづけていますづけていますづけています。。。。公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号号号号のののの埋立免許埋立免許埋立免許埋立免許のののの「「「「十十十十
分配慮分配慮分配慮分配慮」」」」とはとはとはとは、、、、問題問題問題問題のののの状況及状況及状況及状況及びびびび影響影響影響影響をををを把握把握把握把握したしたしたした上上上上でででで、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする措置措置措置措置がががが適正適正適正適正にににに講講講講じらじらじらじら
れていることでありれていることでありれていることでありれていることであり、、、、本埋立環境本埋立環境本埋立環境本埋立環境にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮されたとはされたとはされたとはされたとは到底言到底言到底言到底言えないえないえないえない。。。。公有水面埋立承公有水面埋立承公有水面埋立承公有水面埋立承
認認認認はははは不当不当不当不当でありでありでありであり、、、、取取取取りりりり消消消消すべきでありますすべきでありますすべきでありますすべきであります。。。。

((((4444)))) 米軍機米軍機米軍機米軍機のののの運用運用運用運用にににに伴伴伴伴うううう騒音騒音騒音騒音についてについてについてについて滑走路滑走路滑走路滑走路ををををＶＶＶＶ字型字型字型字型にににに配置配置配置配置しししし、、、、飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートをををを海側海側海側海側にににに設置設置設置設置すすすす
るからるからるからるから影響影響影響影響はははは低減低減低減低減できるとできるとできるとできると説明説明説明説明していますがしていますがしていますがしていますが、、、、現在現在現在現在でもでもでもでもオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイはははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの調査調査調査調査でもでもでもでも
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合意合意合意合意されたされたされたされた安全基準安全基準安全基準安全基準もももも全全全全くくくく守守守守られずられずられずられず、、、、学校学校学校学校、、、、病院病院病院病院のののの上空上空上空上空をををを飛飛飛飛びびびび回回回回ってってってって
いることがいることがいることがいることが明明明明らかになっていますらかになっていますらかになっていますらかになっています。。。。海上海上海上海上にににに設置設置設置設置したしたしたした飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートがががが守守守守られるられるられるられる保証保証保証保証はありますはありますはありますはあります
かかかか。。。。

((((5555)))) 百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会のののの参考人質疑参考人質疑参考人質疑参考人質疑でででで宮城邦治環境影響評価審査会会長宮城邦治環境影響評価審査会会長宮城邦治環境影響評価審査会会長宮城邦治環境影響評価審査会会長はははは、「、「、「、「ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの自然自然自然自然はははは
世界的世界的世界的世界的にににに非常非常非常非常にににに貴重貴重貴重貴重であるであるであるである。。。。埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全とととと相反相反相反相反するするするする事業事業事業事業でありでありでありであり、、、、一度一度一度一度
埋埋埋埋めめめめ立立立立てがてがてがてが実施実施実施実施されるとされるとされるとされると再現再現再現再現できないできないできないできない沖縄沖縄沖縄沖縄のののの豊豊豊豊かなかなかなかな環境環境環境環境のののの消失消失消失消失となるとなるとなるとなる。。。。防衛局防衛局防衛局防衛局のののの調査調査調査調査でででで
保全対策保全対策保全対策保全対策のののの妙薬妙薬妙薬妙薬とはとはとはとは言言言言いがたいいがたいいがたいいがたい。。。。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」」」」とととと証言証言証言証言していますしていますしていますしています。。。。環境保全環境保全環境保全環境保全をををを可可可可
能能能能とととと判断判断判断判断したしたしたした根拠根拠根拠根拠をををを示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((6666)))) 大量大量大量大量のののの埋立土砂埋立土砂埋立土砂埋立土砂によるによるによるによる外来外来外来外来のののの混入混入混入混入のののの危険性危険性危険性危険性についてについてについてについて、、、、百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会のののの参考人質疑参考人質疑参考人質疑参考人質疑でででで宮城宮城宮城宮城
邦治環境影響審査会会長邦治環境影響審査会会長邦治環境影響審査会会長邦治環境影響審査会会長はははは「「「「生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性をををを保護保護保護保護するするするする観点観点観点観点からしてからしてからしてからして、、、、外来性外来性外来性外来性のののの混入混入混入混入をををを防防防防ぐぐぐぐ
のはのはのはのは大変困難大変困難大変困難大変困難だだだだ」。」。」。」。防衛局防衛局防衛局防衛局のののの監視委員会監視委員会監視委員会監視委員会についてもについてもについてもについても「「「「これまでのこれまでのこれまでのこれまでの他他他他のののの事業事業事業事業でもでもでもでも100100100100％％％％対策対策対策対策
がとられたがとられたがとられたがとられたケースケースケースケースはははは少少少少ないないないない。。。。十分十分十分十分なななな対策対策対策対策がとれるかはかなりがとれるかはかなりがとれるかはかなりがとれるかはかなり疑問疑問疑問疑問であるであるであるである」」」」とととと証言証言証言証言しているしているしているしている。。。。
県県県県はははは何何何何をもってをもってをもってをもって十分十分十分十分なななな対策対策対策対策がががが講講講講じられるとじられるとじられるとじられると判断判断判断判断したのかそのしたのかそのしたのかそのしたのかその根拠根拠根拠根拠をををを示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((7777)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事がががが安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相とのとのとのとの政策協議会政策協議会政策協議会政策協議会でででで埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの条件条件条件条件としたとしたとしたとした４４４４項目項目項目項目はははは辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの新新新新
基地建設基地建設基地建設基地建設というというというという負担強化負担強化負担強化負担強化をををを前提前提前提前提にしたものですにしたものですにしたものですにしたものです。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、普天間普天間普天間普天間のののの問題問題問題問題でもでもでもでも、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ、、、、
日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題でもでもでもでも実現性実現性実現性実現性がががが伴伴伴伴うううう保証保証保証保証はされていませんはされていませんはされていませんはされていません。。。。担保措置担保措置担保措置担保措置はあるのはあるのはあるのはあるの
かかかか。。。。

((((8888)))) 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でででで「「「「地元地元地元地元のののの理解理解理解理解がががが得得得得られないられないられないられない移設案移設案移設案移設案をををを実現実現実現実現することはすることはすることはすることは不可不可不可不可
能能能能」、「」、「」、「」、「生活環境及生活環境及生活環境及生活環境及びびびび自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全をををを図図図図ることはることはることはることは不可能不可能不可能不可能」」」」となっていたのがとなっていたのがとなっていたのがとなっていたのが、、、、なぜなぜなぜなぜ辺野辺野辺野辺野
古移設古移設古移設古移設にににに回帰回帰回帰回帰しししし埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認になったのかになったのかになったのかになったのか。。。。知事知事知事知事はははは県民県民県民県民にににに納得納得納得納得いくいくいくいく説明説明説明説明をををを果果果果たすべきですたすべきですたすべきですたすべきです。。。。

2222 介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度についてについてについてについて

((((1111)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、介護保険介護保険介護保険介護保険のののの大改悪大改悪大改悪大改悪をををを含含含含むむむむ「「「「医療医療医療医療、、、、介護総合推進法案介護総合推進法案介護総合推進法案介護総合推進法案」」」」をををを提出提出提出提出しましたしましたしましたしました。。。。介介介介
護保険護保険護保険護保険ではではではでは「「「「要支援要支援要支援要支援１１１１，，，，２２２２」」」」とととと認定認定認定認定されたされたされたされた高齢者介護高齢者介護高齢者介護高齢者介護サービスサービスサービスサービスのののの対象対象対象対象からからからから切切切切りりりり離離離離しししし、、、、介護介護介護介護
サービスサービスサービスサービスのののの利用料利用料利用料利用料をををを１１１１割割割割からからからから２２２２割割割割にににに引引引引きききき上上上上げげげげ、「、「、「、「要介護要介護要介護要介護１１１１，，，，２２２２」」」」のののの認定者認定者認定者認定者をををを特養特養特養特養ホームホームホームホームからからからから
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切切切切りりりり捨捨捨捨てるものでありますてるものでありますてるものでありますてるものであります。。。。

((((2222)))) 介護介護介護介護からからからから排除排除排除排除されたされたされたされた人人人人たちのたちのたちのたちの生生生生きるきるきるきる権利権利権利権利さえさえさえさえ奪奪奪奪いかねないいかねないいかねないいかねない介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度のののの改悪改悪改悪改悪はははは許許許許されされされされ
ませんませんませんません。。。。撤回撤回撤回撤回をををを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((3333)))) 介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスからからからから除外除外除外除外されるされるされるされる「「「「要支援要支援要支援要支援１１１１，，，，２２２２」」」」とととと認定認定認定認定されたされたされたされた高齢者高齢者高齢者高齢者はははは県内県内県内県内にににに何名何名何名何名いますかいますかいますかいますか。。。。
特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームにににに入所入所入所入所しているしているしているしている「「「「要介護要介護要介護要介護１１１１，，，，２２２２」」」」のののの認定者数認定者数認定者数認定者数、、、、入所待機者数入所待機者数入所待機者数入所待機者数はそれぞはそれぞはそれぞはそれぞ
れれれれ何名何名何名何名ですかですかですかですか。。。。

((((4444)))) 介護介護介護介護サービスサービスサービスサービスのののの利用料利用料利用料利用料がががが((((年金収入年金収入年金収入年金収入280280280280万以上万以上万以上万以上))))１１１１割割割割からからからから２２２２割割割割にににに引引引引きききき上上上上げられたげられたげられたげられた場合場合場合場合、、、、65656565歳歳歳歳
以上高齢者以上高齢者以上高齢者以上高齢者のののの該当者数該当者数該当者数該当者数、、、、負担総額負担総額負担総額負担総額はははは幾幾幾幾らになりますからになりますからになりますからになりますか。。。。

((((5555)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの第第第第１１１１号号号号、、、、２２２２号被保険者号被保険者号被保険者号被保険者のののの１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり月額保険料月額保険料月額保険料月額保険料のののの推移推移推移推移、、、、全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較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。。。。

((((6666)))) 県県県県はははは独自独自独自独自のののの支援策支援策支援策支援策をををを実施実施実施実施してしてしてして介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料のののの引引引引きききき下下下下げとげとげとげと減免制度減免制度減免制度減免制度をつくることについてをつくることについてをつくることについてをつくることについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

3333 後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度についてについてについてについて

((((1111)))) 高齢者高齢者高齢者高齢者をををを年齢年齢年齢年齢でででで差別差別差別差別しししし、、、、負担増負担増負担増負担増などのなどのなどのなどの痛痛痛痛みをみをみをみを強強強強いるいるいるいる後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度はははは廃止廃止廃止廃止すべきすべきすべきすべき
ですですですです。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの平均保険料額平均保険料額平均保険料額平均保険料額とととと全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較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)))) 普通徴収普通徴収普通徴収普通徴収のののの保険料滞納件数保険料滞納件数保険料滞納件数保険料滞納件数、、、、滞納額滞納額滞納額滞納額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)))) 短期保険証短期保険証短期保険証短期保険証のののの発行件数発行件数発行件数発行件数、、、、保険証保険証保険証保険証のののの未交付件数未交付件数未交付件数未交付件数。。。。

((((5555)))) 短期保険証短期保険証短期保険証短期保険証のののの発行発行発行発行をををを中止中止中止中止しししし、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者にににに無条件無条件無条件無条件でででで４４４４年間有効年間有効年間有効年間有効のののの保険証保険証保険証保険証をををを発行発行発行発行することすることすることすること。。。。

((((6666)))) 滞納滞納滞納滞納のためのためのためのため資産資産資産資産をををを差差差差しししし押押押押さえたさえたさえたさえた件数件数件数件数。。。。

((((7777)))) 県独自県独自県独自県独自のののの保険料保険料保険料保険料のののの減額減額減額減額、、、、免除制度免除制度免除制度免除制度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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 年金改悪年金改悪年金改悪年金改悪についてについてについてについて
　　　　安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民のののの反対反対反対反対をををを押押押押しししし切切切切ってってってって、、、、昨年昨年昨年昨年のののの10101010月月月月からからからから「「「「年金年金年金年金のののの2222....5555％％％％削減削減削減削減」」」」実施実施実施実施をををを
強行強行強行強行しましたしましたしましたしました。。。。断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認できませんできませんできませんできません。「。「。「。「年金年金年金年金がこれがこれがこれがこれ以上減以上減以上減以上減ったらったらったらったら暮暮暮暮らしていけないらしていけないらしていけないらしていけない」、「」、「」、「」、「これこれこれこれ
からからからから先先先先のことをのことをのことをのことを考考考考えるとえるとえるとえると目目目目のののの前前前前がががが真真真真っっっっ暗暗暗暗」、」、」、」、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの悲痛悲痛悲痛悲痛なななな訴訴訴訴えがえがえがえが広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。全国全国全国全国でででで
11111111万万万万7000700070007000件件件件、、、、全県全県全県全県でででで619619619619件件件件のののの年金削減撤回年金削減撤回年金削減撤回年金削減撤回をををを求求求求めるめるめるめる不服審査請求不服審査請求不服審査請求不服審査請求がががが起起起起きていますきていますきていますきています。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
内内内内のののの高齢者高齢者高齢者高齢者はははは年金支給制度年金支給制度年金支給制度年金支給制度のののの施行施行施行施行がががが大幅大幅大幅大幅におくれたためにおくれたためにおくれたためにおくれたため、、、、無年金者無年金者無年金者無年金者、、、、低年金者低年金者低年金者低年金者がががが全国平全国平全国平全国平
均均均均のののの３３３３倍強倍強倍強倍強もいますもいますもいますもいます。。。。そのそのそのその生活実態生活実態生活実態生活実態はははは一層深刻一層深刻一層深刻一層深刻ですですですです。。。。

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは、、、、このこのこのこの事態事態事態事態をどうをどうをどうをどう認識認識認識認識していますかしていますかしていますかしていますか。。。。年金削減年金削減年金削減年金削減をををを中止中止中止中止するようするようするようするよう国国国国にににに求求求求めるべきではめるべきではめるべきではめるべきでは
ありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの老齢年金老齢年金老齢年金老齢年金のののの平均額平均額平均額平均額、、、、無年金者数無年金者数無年金者数無年金者数、「、「、「、「2222....5555％％％％削減削減削減削減」」」」によるによるによるによる年金減少額年金減少額年金減少額年金減少額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。。。。

5555 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ((((環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定))))についてについてについてについて
　　　　甘利明甘利明甘利明甘利明ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ担当大臣担当大臣担当大臣担当大臣はははは、、、、牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉などなどなどなど重要重要重要重要５５５５項目項目項目項目もももも対象対象対象対象にににに関税引関税引関税引関税引きききき下下下下げなどのげなどのげなどのげなどの譲歩案譲歩案譲歩案譲歩案
をををを提示提示提示提示するするするする考考考考えをえをえをえ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。「。「。「。「守守守守るべきはるべきはるべきはるべきは守守守守るるるる」」」」とととと言言言言ってきたってきたってきたってきた安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のののの公約違反公約違反公約違反公約違反はははは許許許許ささささ
れないれないれないれない。ＴＰＰ。ＴＰＰ。ＴＰＰ。ＴＰＰ交渉交渉交渉交渉からからからから直直直直ちにちにちにちに撤退撤退撤退撤退するようするようするようするよう要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉のののの関税引関税引関税引関税引きききき下下下下げにげにげにげに
よってよってよってよって沖縄沖縄沖縄沖縄のののの畜産業畜産業畜産業畜産業へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額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。。。。

6666 不発弾不発弾不発弾不発弾、、、、未使用弾未使用弾未使用弾未使用弾のののの実態調査実態調査実態調査実態調査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

((((1111)))) 糸満市喜屋武糸満市喜屋武糸満市喜屋武糸満市喜屋武でででで米国製米国製米国製米国製１１１１トントントントン級級級級のののの不発弾不発弾不発弾不発弾がががが発見発見発見発見されましたされましたされましたされました。。。。不発弾不発弾不発弾不発弾、、、、未使用弾未使用弾未使用弾未使用弾のののの実態調実態調実態調実態調
査査査査とととと早期処理撤去早期処理撤去早期処理撤去早期処理撤去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)))) 住宅等住宅等住宅等住宅等のののの民間工事民間工事民間工事民間工事へのへのへのへの補助申請件数補助申請件数補助申請件数補助申請件数、、、、実績実績実績実績、、、、補助対策補助対策補助対策補助対策のののの拡充拡充拡充拡充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)))) 沖縄県不発弾対策条例沖縄県不発弾対策条例沖縄県不発弾対策条例沖縄県不発弾対策条例をををを制定制定制定制定することすることすることすること。。。。

7777 県県県県はははは中国中国中国中国からのからのからのからの観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致にににに力力力力をををを入入入入れているがれているがれているがれているが、、、、中国中国中国中国でででで鳥鳥鳥鳥インフルエンザウイルスインフルエンザウイルスインフルエンザウイルスインフルエンザウイルス感染感染感染感染によによによによ
るるるる死者死者死者死者もふえているがもふえているがもふえているがもふえているが、、、、そのそのそのその防御態勢防御態勢防御態勢防御態勢はははは万全万全万全万全かかかか。。。。

8888 県漁連市場県漁連市場県漁連市場県漁連市場のののの糸満漁港糸満漁港糸満漁港糸満漁港へのへのへのへの早期移転早期移転早期移転早期移転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。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 県民県民県民県民とのとのとのとの約束約束約束約束（（（（公約公約公約公約））））にににに対対対対するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県議会県議会県議会県議会のののの知事辞任要求決議知事辞任要求決議知事辞任要求決議知事辞任要求決議についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 今年今年今年今年のののの知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙にににに出馬出馬出馬出馬するするするする意思意思意思意思があるかをがあるかをがあるかをがあるかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 知事警護知事警護知事警護知事警護のためののためののためののための経費経費経費経費をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの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３３３３年以内年以内年以内年以内のののの閉鎖状態閉鎖状態閉鎖状態閉鎖状態はどうなったかをはどうなったかをはどうなったかをはどうなったか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

((((1111)))) 小小小小・・・・中中中中・・・・高児童生徒高児童生徒高児童生徒高児童生徒のののの教材費等購入教材費等購入教材費等購入教材費等購入をををを地元市町村地元市町村地元市町村地元市町村のののの文具文具文具文具・・・・書店書店書店書店をををを活用活用活用活用すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うがうがうがうが
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立高校生徒県立高校生徒県立高校生徒県立高校生徒のののの体育着等購入体育着等購入体育着等購入体育着等購入をををを地元市町村地元市町村地元市町村地元市町村ののののスポーツショップスポーツショップスポーツショップスポーツショップをををを活用活用活用活用すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うがうがうがうが
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 土木建築業界土木建築業界土木建築業界土木建築業界におけるにおけるにおけるにおける人材不足人材不足人材不足人材不足へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県発注工事県発注工事県発注工事県発注工事のののの土木建築工事土木建築工事土木建築工事土木建築工事をよりをよりをよりをより多多多多くのくのくのくの企業企業企業企業がががが受注受注受注受注できるようにできるようにできるようにできるように推進推進推進推進すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うがうがうがうが見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格をををを95959595％％％％以上以上以上以上にににに引引引引きききき上上上上げるべきではないかをげるべきではないかをげるべきではないかをげるべきではないかを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



11

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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))))

03030303月月月月03030303    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 20202020分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（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 知事知事知事知事へのへのへのへの「「「「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」」」」がががが可決可決可決可決されたされたされたされた。。。。どうどうどうどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。

2222 名護市長選名護市長選名護市長選名護市長選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

((((1111)))) 知事知事知事知事はもうはもうはもうはもう一人一人一人一人のののの敗者敗者敗者敗者だとだとだとだと新聞新聞新聞新聞はははは書書書書いているがいているがいているがいているが、、、、そういうそういうそういうそういう認識認識認識認識はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事のののの推推推推したしたしたした候補者候補者候補者候補者はははは辺野古推進辺野古推進辺野古推進辺野古推進というというというという立場立場立場立場をとったをとったをとったをとった。。。。自身自身自身自身のののの公約公約公約公約とのとのとのとの矛盾矛盾矛盾矛盾はないかはないかはないかはないか。。。。

((((3333)))) 今回今回今回今回のののの選挙選挙選挙選挙はははは辺野古推進辺野古推進辺野古推進辺野古推進をををを掲掲掲掲げるげるげるげる一方一方一方一方とととと他方他方他方他方はははは陸陸陸陸にもにもにもにも海海海海にもにもにもにも基地基地基地基地はつくらせないとはつくらせないとはつくらせないとはつくらせないと争点争点争点争点
をををを明確明確明確明確にしたにしたにしたにした選挙選挙選挙選挙だっただっただっただった。。。。4000400040004000票差票差票差票差はははは大差大差大差大差でありでありでありであり地元地元地元地元のののの民意民意民意民意ははっきりははっきりははっきりははっきり示示示示されたとされたとされたとされたと思思思思うがうがうがうが
どうかどうかどうかどうか。。。。

3333 知事知事知事知事のののの埋立申請承認埋立申請承認埋立申請承認埋立申請承認についてについてについてについて

((((1111)))) 申請承認申請承認申請承認申請承認にににに至至至至ったったったった経過経過経過経過についてについてについてについて明明明明らかにされたしらかにされたしらかにされたしらかにされたし。。。。

((((2222)))) 知事意見知事意見知事意見知事意見「「「「生活環境及生活環境及生活環境及生活環境及びびびび自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全をををを図図図図ることはることはることはることは不可能不可能不可能不可能」、」、」、」、環境生活部長意見環境生活部長意見環境生活部長意見環境生活部長意見「「「「懸懸懸懸
念念念念がががが払拭払拭払拭払拭されないされないされないされない」」」」からからからから承認承認承認承認にににに至至至至ったったったった理由理由理由理由をををを明明明明らかにされたしらかにされたしらかにされたしらかにされたし。。。。

4444 百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会でのでのでのでの参考人参考人参考人参考人のののの発言発言発言発言についてについてについてについて

((((1111)))) 県環境評価審査会県環境評価審査会県環境評価審査会県環境評価審査会のののの宮城邦治会長宮城邦治会長宮城邦治会長宮城邦治会長がががが参考人参考人参考人参考人としてとしてとしてとして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ににに対対対対してしてしてして「「「「違和感違和感違和感違和感」」」」がががが
あるとしあるとしあるとしあるとし、、、、他他他他のののの委員委員委員委員もももも同意同意同意同意しないとのしないとのしないとのしないとの意見意見意見意見をををを述述述述べたべたべたべた。。。。県県県県のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((2222)))) 名護市長名護市長名護市長名護市長はははは参考人参考人参考人参考人としてとしてとしてとして出席出席出席出席したしたしたした中中中中でででで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ににに際際際際してしてしてして「「「「市長意見市長意見市長意見市長意見はははは全全全全くくくく反映反映反映反映ささささ
れていないれていないれていないれていない。」。」。」。」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、県県県県はははは市長意見市長意見市長意見市長意見をどうをどうをどうをどう位置位置位置位置づけづけづけづけ反映反映反映反映させたかさせたかさせたかさせたか。。。。

5555 環境生活部長意見環境生活部長意見環境生活部長意見環境生活部長意見のののの指摘指摘指摘指摘についてのについてのについてのについて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

6666 留意事項留意事項留意事項留意事項についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「環境監視等委員会環境監視等委員会環境監視等委員会環境監視等委員会」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））とはどのようなものかとはどのようなものかとはどのようなものかとはどのようなものか。。。。

((((2222)))) 国国国国とととと米国政府米国政府米国政府米国政府でででで締結締結締結締結するとしているするとしているするとしているするとしている環境環境環境環境にににに関関関関するするするする特別特別特別特別なななな取取取取りりりり決決決決めとはめとはめとはめとは何何何何かかかか。。。。またそのまたそのまたそのまたその実効実効実効実効
性性性性をどのようにをどのようにをどのようにをどのように担保担保担保担保するかするかするかするか。。。。

7777 知事公約知事公約知事公約知事公約についてについてについてについて

((((1111)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約はははは「「「「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実現実現実現実現」」」」ということになっているということになっているということになっているということになっている（（（（2010201020102010年年年年５５５５月月月月
28282828日声明日声明日声明日声明））））埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請のののの承認承認承認承認はははは結果結果結果結果としてとしてとしてとして辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設によるによるによるによるゴーゴーゴーゴーをををを出出出出したことになりしたことになりしたことになりしたことになり公公公公
約約約約にににに反反反反しているしているしているしている。。。。どのようにどのようにどのようにどのように説明説明説明説明するかするかするかするか。。。。

8888 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「「「「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」」」」とはどのようなことかとはどのようなことかとはどのようなことかとはどのようなことか。。。。またまたまたまた、、、、政府政府政府政府とのやりとりについとのやりとりについとのやりとりについとのやりとりについ
てててて説明説明説明説明されたしされたしされたしされたし。。。。

9999 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条項条項条項条項のののの追加等追加等追加等追加等、、、、改定改定改定改定についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

10101010 12121212月月月月25252525日日日日のののの官邸官邸官邸官邸でのでのでのでの知事発言知事発言知事発言知事発言のののの真意真意真意真意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にやっていただきたいことをきちっとにやっていただきたいことをきちっとにやっていただきたいことをきちっとにやっていただきたいことをきちっと胸胸胸胸のののの中中中中にきちっとにきちっとにきちっとにきちっと受受受受けけけけ止止止止めてめてめてめて、、、、そしてこれらをそしてこれらをそしてこれらをそしてこれらを
基礎基礎基礎基礎にこれからにこれからにこれからにこれから先先先先のののの普天間飛行場代替施設建設普天間飛行場代替施設建設普天間飛行場代替施設建設普天間飛行場代替施設建設にかかるにかかるにかかるにかか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・・・・不承認不承認不承認不承認はこれからはこれからはこれからはこれから
我我我我々々々々もあともあともあともあと２２２２日日日日くらいにくらいにくらいにくらいに最終的最終的最終的最終的にににに決決決決めたいとめたいとめたいとめたいと思思思思っているっているっているっている。」。」。」。」

11111111 刑特法刑特法刑特法刑特法のののの適用適用適用適用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でででで反対運動反対運動反対運動反対運動がががが予想予想予想予想されることからされることからされることからされることから刑特法刑特法刑特法刑特法のののの適用適用適用適用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
とととと報報報報じられているがじられているがじられているがじられているが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

12121212 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


