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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3333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))))

06060606月月月月30303030    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 22222222分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権についてについてについてについて、、、、憲法解釈変更憲法解釈変更憲法解釈変更憲法解釈変更によるによるによるによる行使容認行使容認行使容認行使容認をををを閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定することにすることにすることにすることに関関関関しししし賛否賛否賛否賛否
のののの議論議論議論議論がががが高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。本県本県本県本県はははは、、、、さきのさきのさきのさきの大戦大戦大戦大戦のののの経験経験経験経験もありもありもありもあり県民感情県民感情県民感情県民感情もももも複雑複雑複雑複雑なななな状況状況状況状況にあるにあるにあるにある
がががが、、、、知事知事知事知事のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 他国他国他国他国からのからのからのからの武力攻撃武力攻撃武力攻撃武力攻撃にににに至至至至らないグレーゾーンへのらないグレーゾーンへのらないグレーゾーンへのらないグレーゾーンへの対処対処対処対処もももも検討検討検討検討されているされているされているされている。。。。尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを抱抱抱抱
えるえるえるえる本県本県本県本県のののの知事知事知事知事としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような見解見解見解見解をををを持持持持っておられるかっておられるかっておられるかっておられるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 来来来来るるるる11111111月月月月にににに予定予定予定予定されているされているされているされている県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙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去就去就去就去就にににに県民県民県民県民のののの関心関心関心関心もももも高高高高まってまってまってまって
きておりますがきておりますがきておりますがきておりますが、、、、仲井眞知事自身仲井眞知事自身仲井眞知事自身仲井眞知事自身のののの心境心境心境心境はどこにありますかはどこにありますかはどこにありますかはどこにありますか、、、、率直率直率直率直なななな考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞かせくだかせくだかせくだかせくだ
さいさいさいさい。。。。

((((3333)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの達成状況達成状況達成状況達成状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの任期任期任期任期がががが約半年約半年約半年約半年となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで２２２２期期期期７７７７年半年半年半年半のののの期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける知事公知事公知事公知事公
約約約約のののの達成状況達成状況達成状況達成状況やややや成果等成果等成果等成果等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 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)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題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をををを含含含含むむむむ４４４４項目項目項目項目のののの基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事はははは、、、、
安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相をををを初初初初めめめめ関係閣僚関係閣僚関係閣僚関係閣僚にににに対対対対しそのしそのしそのしその実現実現実現実現をををを要請要請要請要請しているがしているがしているがしているが、、、、政府政府政府政府のののの反応反応反応反応とととと手応手応手応手応えにつえにつえにつえにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事、、、、又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長はははは、、、、県県県県がががが政府政府政府政府にににに求求求求めているめているめているめている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運運運
用停止用停止用停止用停止のののの実現等実現等実現等実現等、、、、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要請要請要請要請するためするためするためするため訪米訪米訪米訪米したしたしたした。。。。要請先要請先要請先要請先やややや反応反応反応反応、、、、見見見見
通通通通しししし等等等等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる埋立工事水域埋立工事水域埋立工事水域埋立工事水域へのへのへのへの全面的立入禁止全面的立入禁止全面的立入禁止全面的立入禁止やややや漁業操業漁業操業漁業操業漁業操業のののの制限範囲制限範囲制限範囲制限範囲のののの拡大拡大拡大拡大
等等等等のののの手続手続手続手続がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、県県県県としてとしてとしてとして何何何何らかのらかのらかのらかの関与関与関与関与ができるかができるかができるかができるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが実施実施実施実施するするするする海底海底海底海底ボーリングボーリングボーリングボーリング調査調査調査調査についてについてについてについて、、、、岩岩岩岩礁破砕礁破砕礁破砕礁破砕にににに関関関関しししし県県県県とととと協協協協議議議議をををを進進進進めめめめ
ているがているがているがているが、、、、協協協協議議議議のののの状況状況状況状況とととと県県県県のののの許可許可許可許可がががが必必必必要要要要であるかであるかであるかであるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 米議会米議会米議会米議会がががが国防国防国防国防総省総省総省総省にににに求求求求めていたグめていたグめていたグめていたグアムアムアムアム移移移移転転転転にににに係係係係るるるるマスタマスタマスタマスターーーープラプラプラプランのンのンのンの提出提出提出提出がががが大大大大幅幅幅幅におくにおくにおくにおく
れることがれることがれることがれることが明明明明らかとなりらかとなりらかとなりらかとなり、、、、2222000011115555年年年年度度度度会会会会計計計計予予予予算凍結算凍結算凍結算凍結のののの可能性可能性可能性可能性がががが高高高高まったようだがまったようだがまったようだがまったようだが、、、、普天間飛普天間飛普天間飛普天間飛
行場移設行場移設行場移設行場移設へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて県県県県のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 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ＫＣＫＣＫＣＫＣ131313130000空中給油機空中給油機空中給油機空中給油機11115555機機機機とととと870870870870人人人人のののの軍軍軍軍人人人人のののの岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地へのへのへのへの移移移移駐駐駐駐がががが７７７７月月月月上上上上
旬旬旬旬からからからから始始始始まりまりまりまり８８８８月月月月にににに完了完了完了完了することがすることがすることがすることが明明明明らかとなったらかとなったらかとなったらかとなった。。。。山口山口山口山口県岩国県岩国県岩国県岩国市市市市のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ容認容認容認容認のののの評評評評
価価価価とととと今後今後今後今後のののの普天間普天間普天間普天間のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にどのようにつなにどのようにつなにどのようにつなにどのようにつなげげげげていくかていくかていくかていくか、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 騒音騒音騒音騒音問題等問題等問題等問題等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2222000013131313年年年年度度度度のののの嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地へのへのへのへの米軍米軍米軍米軍航空機航空機航空機航空機のののの離着陸回数離着陸回数離着陸回数離着陸回数はははは、、、、前前前前年年年年度度度度をををを約約約約１１１１万回上回万回上回万回上回万回上回るるるる
22226666....9999％％％％増増増増とととと負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににに逆逆逆逆行行行行するするするする状況状況状況状況となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、夜夜夜夜間間間間やややや未明未明未明未明をををを含含含含めるとさらにめるとさらにめるとさらにめるとさらにふふふふえるとえるとえるとえると
言言言言わわわわれるれるれるれる。。。。訓練訓練訓練訓練移移移移転転転転やややや飛行制限等飛行制限等飛行制限等飛行制限等でででで負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減するとしたするとしたするとしたするとした日日日日米米米米合意合意合意合意にににに逆逆逆逆行行行行していないかしていないかしていないかしていないか
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｲｲｲｲ ことしにことしにことしにことしに入入入入りりりり米軍米軍米軍米軍機機機機によるによるによるによる部部部部品落下品落下品落下品落下がががが相相相相次次次次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、そのそのそのその状況状況状況状況とととと政府政府政府政府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
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海のののの海域海域海域海域でででで米海軍米海軍米海軍米海軍艦艇艦艇艦艇艦艇によるによるによるによる県内漁県内漁県内漁県内漁船船船船ののののママママググググロロロロはえはえはえはえ縄縄縄縄のののの切断切断切断切断がががが相相相相次次次次いでいるいでいるいでいるいでいる
がががが、、、、事実関係事実関係事実関係事実関係とととと県県県県としてのとしてのとしてのとし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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 災害災害災害災害時時時時のののの避難路避難路避難路避難路としてとしてとしてとして米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを使用使用使用使用するするするする際際際際のののの米軍米軍米軍米軍とととと市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの協協協協定定定定やややや覚書覚書覚書覚書についてについてについてについて、、、、
本県本県本県本県３３３３市町市町市町市町とととと神奈川神奈川神奈川神奈川県内県内県内県内５５５５市市市市とのとのとのとの協協協協定内容定内容定内容定内容にににに大大大大きなきなきなきな違違違違いがあるということだがいがあるということだがいがあるということだがいがあるということだが、、、、本県本県本県本県としてとしてとしてとして
実実実実態態態態をををを調査調査調査調査するするするする必必必必要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 県内県内県内県内空港空港空港空港のののの整備促整備促整備促整備促進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港整備那覇空港整備那覇空港整備那覇空港整備拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2222000022220000年年年年春春春春のののの供供供供用用用用をををを目目目目指指指指しししし那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路拡拡拡拡張整備張整備張整備張整備がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、2222000022220000年年年年春春春春
のののの完完完完成成成成供供供供用用用用開始開始開始開始はははは東京東京東京東京オオオオリンリンリンリンピックピックピックピック前前前前というというというという絶好絶好絶好絶好ののののタイミタイミタイミタイミングとなるングとなるングとなるングとなる。。。。早早早早期期期期完完完完成成成成とそのためとそのためとそのためとそのため
のののの財源財源財源財源のののの確保確保確保確保についてについてについてについて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 那覇空港貨物那覇空港貨物那覇空港貨物那覇空港貨物ハブハブハブハブをををを活活活活用用用用したしたしたしたアジアアジアアジアアジア向向向向けのけのけのけの貨物取貨物取貨物取貨物取りりりり扱扱扱扱いがいがいがいが好好好好調調調調にににに推推推推移移移移しししし、、、、活活活活用用用用をををを希望希望希望希望
するするするする企企企企業業業業もももも広広広広がりがりがりがり、、、、国内国内国内国内ととととアジアアジアアジアアジアをををを結結結結ぶぶぶぶ拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして沖縄沖縄沖縄沖縄のののの位位位位置置置置がががが高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。今後今後今後今後のののの展展展展
望望望望についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増設事業設事業設事業設事業へのへのへのへの県内県内県内県内建建建建設業設業設業設業のののの優優優優先先先先活活活活用用用用についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港のののの利活利活利活利活用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 全全全全日空日空日空日空はははは、、、、下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港のののの維維維維持持持持費費費費のののの半半半半額額額額負担負担負担負担はははは今今今今年年年年度度度度限限限限りでりでりでりで、、、、来年来年来年来年からからからから完完完完全全全全撤退撤退撤退撤退のののの方針方針方針方針
であるであるであるである。。。。訓練空港訓練空港訓練空港訓練空港としてとしてとしてとして今後今後今後今後もももも維維維維持持持持しししし続続続続けるとすれけるとすれけるとすれけるとすればばばば、、、、県県県県のののの持持持持ちちちち出出出出しはしはしはしは避避避避けられないけられないけられないけられない。。。。県県県県
のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港をををを利利利利用用用用するするするする事業者事業者事業者事業者のののの公公公公募募募募をををを始始始始めたがめたがめたがめたが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、宮宮宮宮古島古島古島古島
市市市市がががが提案提案提案提案したしたしたした総合総合総合総合防防防防災訓練災訓練災訓練災訓練施設施設施設施設のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いはどうなるかいはどうなるかいはどうなるかいはどうなるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・スポ・スポ・スポ・スポーーーーツツツツのののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 教育環教育環教育環教育環境境境境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 八重山八重山八重山八重山地地地地区区区区のののの教科書採択教科書採択教科書採択教科書採択問題問題問題問題はははは、、、、県県県県教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会がががが竹富町教育委員竹富町教育委員竹富町教育委員竹富町教育委員会会会会をををを単独単独単独単独のののの採択採択採択採択地地地地
区区区区にににに変更変更変更変更することですることですることですることで決決決決着着着着をををを見見見見たがたがたがたが、、、、今後今後今後今後のののの教科書採択教科書採択教科書採択教科書採択へのへのへのへの影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか、、、、またまたまたまた、、、、他他他他のののの単単単単
独採択独採択独採択独採択をををを希望希望希望希望するするするする町村町村町村町村のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 教育委員教育委員教育委員教育委員会制会制会制会制度度度度をををを見直見直見直見直すすすす地地地地方教育方教育方教育方教育行政法行政法行政法行政法のののの改正案改正案改正案改正案がががが今今今今国会国会国会国会でででで成立成立成立成立したがしたがしたがしたが、、、、県県県県教育委教育委教育委教育委
員員員員会会会会としてとしてとしてとして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たいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ これまでこれまでこれまでこれまで実施実施実施実施されたされたされたされた全国全国全国全国学学学学力力力力・・・・学習学習学習学習状況調査状況調査状況調査状況調査のののの結結結結果果果果はははは全国全国全国全国最下最下最下最下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。。。。全国全国全国全国最最最最
下下下下位位位位からのからのからのからの脱出脱出脱出脱出をををを目的目的目的目的にににに設設設設置置置置されたされたされたされた学学学学力力力力向上推向上推向上推向上推進室進室進室進室におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みみみみとととと成果成果成果成果、、、、またまたまたまた、、、、学学学学
校校校校現場現場現場現場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取取取取りりりり組組組組みみみみがががが行行行行わわわわれているかれているかれているかれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級についてについてについてについて、、、、小学校小学校小学校小学校１１１１年年年年生生生生からからからから３３３３年年年年生生生生までとまでとまでとまでと中学校中学校中学校中学校１１１１年年年年生生生生でででで実施実施実施実施されているされているされているされている
がががが、、、、全全全全学学学学年年年年へのへのへのへの拡大拡大拡大拡大をををを目目目目指指指指すすすす上上上上でででで、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基本基本基本基本計画計画計画計画のののの計画計画計画計画期間期間期間期間までのまでのまでのまでの達成目達成目達成目達成目
標標標標についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 公立公立公立公立小中学校小中学校小中学校小中学校のののの耐震化耐震化耐震化耐震化率率率率についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県はははは国国国国のののの振興策振興策振興策振興策やややや高率高率高率高率補助補助補助補助制制制制度度度度をををを使使使使ってってってって対応対応対応対応
をををを進進進進めながらめながらめながらめながら全国全国全国全国44441111位位位位のののの状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 文化文化文化文化・スポ・スポ・スポ・スポーーーーツツツツのののの振興振興振興振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ しまくとしまくとしまくとしまくとぅばぅばぅばぅばのののの継承継承継承継承・・・・普普普普及及及及についてについてについてについて、、、、「「「「しまくとしまくとしまくとしまくとぅばぅばぅばぅば」」」」普普普普及推及推及推及推進進進進計画計画計画計画（（（（11110000年年年年計画計画計画計画））））にににに基基基基づづづづきききき運運運運
動動動動をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現状現状現状現状とととと改善改善改善改善すすすすべべべべきききき課課課課題等題等題等題等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 昨昨昨昨年公年公年公年公布布布布・・・・施行施行施行施行されたされたされたされた県県県県文化芸術振興条例文化芸術振興条例文化芸術振興条例文化芸術振興条例にににに基基基基づづづづくくくく短短短短期的期的期的期的・・・・長期的施長期的施長期的施長期的施策展開策展開策展開策展開とととと県民県民県民県民参参参参
加加加加によるによるによるによる仕組仕組仕組仕組みづみづみづみづくりについてくりについてくりについてくりについて、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 空空空空手手手手発祥発祥発祥発祥のののの地地地地であるであるであるである沖縄沖縄沖縄沖縄をををを世界世界世界世界にににに向向向向けたけたけたけたアピアピアピアピーーーールルルルのののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、世界空世界空世界空世界空手手手手道連盟道連盟道連盟道連盟ププププレレレレミアミアミアミア
リーグがリーグがリーグがリーグが開開開開催催催催されるがされるがされるがされるが、、、、そのそのそのその概概概概要要要要とととと期期期期待待待待されるされるされるされる効効効効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 日日日日本本本本代表侍代表侍代表侍代表侍ジジジジャパャパャパャパンとンとンとンとＭＬＢＭＬＢＭＬＢＭＬＢオオオオーーーールスタルスタルスタルスターーーーチチチチーーーームムムムがががが熱熱熱熱いいいい戦戦戦戦いをいをいをいを繰繰繰繰りりりり広広広広げげげげるるるる日日日日米野米野米野米野球球球球がががが本本本本
県県県県でででで開開開開催催催催されることとなったされることとなったされることとなったされることとなった。。。。誘致誘致誘致誘致にににに至至至至ったったったった経経経経緯緯緯緯とととと期期期期待待待待されるされるされるされる効効効効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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3333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))))

06060606月月月月30303030    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 33330000分分分分 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 沖縄沖縄沖縄沖縄振興策振興策振興策振興策のののの推推推推進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 揮揮揮揮発油発油発油発油税税税税等等等等のののの軽減軽減軽減軽減措措措措置置置置についてはについてはについてはについては、、、、平平平平成成成成22224444年年年年３３３３月月月月にににに３３３３年年年年延延延延長長長長でででで改正改正改正改正されされされされ、、、、平平平平成成成成22227777年年年年５５５５月月月月
11114444日日日日までにまでにまでにまでに期限期限期限期限切切切切れとなるれとなるれとなるれとなる。。。。主主主主要要要要なななな交交交交通手通手通手通手段段段段がががが自自自自動動動動車車車車にににに限限限限られているられているられているられている本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、揮揮揮揮
発油発油発油発油税税税税等等等等のののの軽減軽減軽減軽減措措措措置置置置終終終終了了了了はははは県民県民県民県民生活生活生活生活全全全全般般般般やややや産産産産業経業経業経業経済済済済、、、、離離離離島島島島振興振興振興振興にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響がががが大大大大きききき
いいいい。。。。制制制制度度度度のののの延延延延長長長長にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県経県経県経県経済済済済のののの振興振興振興振興にににに大大大大きなきなきなきな効効効効果果果果がががが期期期期待待待待できるできるできるできる、、、、国国国国際際際際商談商談商談商談会会会会・・・・沖縄大沖縄大沖縄大沖縄大交易交易交易交易会会会会のののの拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる大大大大型型型型
展展展展示示示示・・・・常常常常設場設場設場設場のののの新新新新設設設設がががが求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、県県県県のののの計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、大大大大型型型型ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施設施設施設施設についてについてについてについて、、、、平平平平成成成成32323232年年年年度度度度のののの供供供供用用用用開始開始開始開始をををを目目目目指指指指してしてしてして取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めていめていめていめてい
るがるがるがるが、、、、試試試試算算算算によれによれによれによればばばば年間約年間約年間約年間約3333000000000000万万万万円円円円のののの赤字赤字赤字赤字がががが出出出出るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。管理管理管理管理運運運運営営営営のののの主体主体主体主体をどこにすをどこにすをどこにすをどこにす
るかるかるかるか等等等等課課課課題題題題もももも山山山山積積積積するがするがするがするが、、、、場場場場所所所所選定選定選定選定をををを含含含含めめめめ県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 国国国国家家家家戦戦戦戦略特略特略特略特区区区区にににに本県本県本県本県もももも指指指指定定定定されたがされたがされたがされたが、、、、本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和でででで特特特特例例例例がががが認定認定認定認定されるされるされるされる分野分野分野分野とととと
期期期期待待待待されるされるされるされる規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和のののの内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは、、、、国国国国際物際物際物際物流流流流拠点拠点拠点拠点産産産産業集業集業集業集積積積積地域地域地域地域をををを那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市、、、、宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市、、、、糸満糸満糸満糸満市市市市、、、、豊豊豊豊見見見見城城城城市市市市のののの５５５５
市市市市全域全域全域全域にににに拡大拡大拡大拡大したしたしたした。。。。新新新新たにたにたにたに拡大拡大拡大拡大されるされるされるされる地域地域地域地域へのへのへのへの優優優優遇措遇措遇措遇措置置置置とととと県県県県外外外外企企企企業等業等業等業等へのへのへのへの制制制制度度度度のののの活活活活用用用用
をどのようにをどのようにをどのようにをどのように働働働働きかけているかきかけているかきかけているかきかけているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興特別措特別措特別措特別措置置置置法法法法がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、従従従従来来来来のののの金融特金融特金融特金融特区区区区をををを発展発展発展発展的的的的にににに解解解解消消消消しししし、、、、新新新新たにたにたにたに経経経経済金融済金融済金融済金融
活性化活性化活性化活性化特別特別特別特別地地地地区区区区がががが創創創創設設設設されされされされ、、、、名名名名護護護護市市市市をををを指指指指定定定定したしたしたした。。。。そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと従従従従来来来来のののの特特特特区区区区とのとのとのとの違違違違いいいい、、、、県県県県へへへへ
のののの権限移権限移権限移権限移譲譲譲譲等等等等、、、、北北北北部部部部圏圏圏圏域域域域のののの経経経経済波済波済波済波及及及及についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 2222000011114444年年年年末末末末までのまでのまでのまでの返還返還返還返還がががが予定予定予定予定されているされているされているされている、、、、キャキャキャキャンンンンププププ瑞慶覧西瑞慶覧西瑞慶覧西瑞慶覧西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区についてについてについてについて、、、、国国国国のののの拠拠拠拠
点点点点返還返還返還返還地地地地指指指指定定定定をををを受受受受けけけけ、、、、県県県県はははは、、、、琉球琉球琉球琉球大大大大学学学学医医医医学学学学部部部部及及及及びびびび附属病院附属病院附属病院附属病院のののの移移移移転転転転やややや重重重重粒子線粒子線粒子線粒子線治治治治療療療療施施施施
設設設設のののの導導導導入入入入などをなどをなどをなどを図図図図りりりり、、、、国国国国際際際際医療医療医療医療拠点拠点拠点拠点のののの形形形形成成成成をををを目目目目指指指指しているしているしているしている。。。。同同同同地地地地区区区区のののの跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用にににに向向向向けたけたけたけた
取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと国国国国際際際際医療医療医療医療拠点拠点拠点拠点についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導導導導入入入入についてについてについてについて、、、、公設民公設民公設民公設民営型営型営型営型のののの特特特特例例例例制制制制度度度度のののの創創創創設設設設などなどなどなど、、、、国国国国のののの全面的全面的全面的全面的なななな協協協協力力力力がががが必必必必要要要要
だがだがだがだが見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 観光観光観光観光振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 2222000013131313年年年年度度度度のののの観光客観光客観光客観光客数数数数はははは658658658658万人万人万人万人超超超超とととと前前前前年年年年比比比比でででで11111111....1111％％％％増増増増、、、、海海海海外観光客外観光客外観光客外観光客はははは64646464％％％％もももも増加増加増加増加しししし過過過過
去去去去最最最最高高高高となったとなったとなったとなった背景背景背景背景のののの分分分分析析析析とととと、、、、2222000011114444年年年年度度度度はははは観光客観光客観光客観光客数数数数690690690690万人万人万人万人、、、、観光収観光収観光収観光収入入入入はははは11111111....4444％％％％増増増増のののの
4970497049704970億円億円億円億円のののの目目目目標標標標のののの達成達成達成達成にににに向向向向けたけたけたけた新新新新たなたなたなたな戦戦戦戦略略略略とととと施施施施策展開策展開策展開策展開についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2222000013131313年年年年度度度度のののの外外外外国国国国人人人人観光客観光客観光客観光客はははは、、、、過過過過去去去去最最最最高高高高のののの66663333万人万人万人万人となったとなったとなったとなった。。。。今後今後今後今後、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる誘致誘致誘致誘致をををを図図図図るるるる上上上上
でででで、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制のののの充充充充実実実実強強強強化化化化とととと満足満足満足満足度度度度のののの向上向上向上向上をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、数数数数値値値値目目目目標標標標としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげているているているている、、、、2222000021212121年年年年度度度度までのまでのまでのまでの観光収観光収観光収観光収入入入入１１１１兆円兆円兆円兆円、、、、入域入域入域入域観光客観光客観光客観光客数数数数
1111000000000000万人万人万人万人のののの達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光推推推推進進進進ロロロローーーードドドドマップマップマップマップ（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの策策策策定定定定をををを進進進進めているめているめているめている。。。。進進進進捗捗捗捗状状状状
況況況況とととと活活活活用用用用方方方方法法法法についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが計画計画計画計画しているしているしているしている沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県観光危観光危観光危観光危機機機機管理管理管理管理基本基本基本基本計画計画計画計画（（（（仮称仮称仮称仮称））））についてについてについてについて計画計画計画計画のののの概概概概要要要要とととと計画計画計画計画をどをどをどをど
のようにのようにのようにのように生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 新新新新国国国国際際際際線旅客線旅客線旅客線旅客タタタターーーーミミミミナナナナルルルルとととと那覇那覇那覇那覇クルクルクルクルーーーーズズズズタタタターーーーミミミミナナナナルルルルがががが２２２２月月月月からからからから運用運用運用運用されされされされ海海海海外観光客外観光客外観光客外観光客へのへのへのへの対対対対
応応応応がががが期期期期待待待待されているがされているがされているがされているが、、、、運用運用運用運用のののの実実実実態態態態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たいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 新石垣新石垣新石垣新石垣空港空港空港空港のののの供供供供用用用用開始開始開始開始はははは石垣石垣石垣石垣島島島島へのへのへのへの観光客観光客観光客観光客増増増増につながっているがにつながっているがにつながっているがにつながっているが、、、、八重山八重山八重山八重山諸島諸島諸島諸島へのさへのさへのさへのさ
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らなるらなるらなるらなる関心関心関心関心をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、八重山八重山八重山八重山諸島諸島諸島諸島のののの各各各各島島島島々々々々をををを結結結結んんんんだだだだ観光観光観光観光のののの展開展開展開展開をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていっていっていってい
くかくかくかくか。。。。またまたまたまた、、、、外外外外国国国国人人人人のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制のののの整備整備整備整備についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 離離離離島島島島・・・・過疎過疎過疎過疎地域地域地域地域のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離離離離島島島島医療医療医療医療のののの現状現状現状現状についてはについてはについてはについては、、、、医師医師医師医師のののの任期任期任期任期切切切切れやれやれやれや出張出張出張出張等等等等でででで医師不在医師不在医師不在医師不在のののの場場場場合合合合がががが多多多多くくくく、、、、離離離離島島島島
住住住住民民民民はははは、、、、不不不不安安安安なななな生活生活生活生活をををを余儀余儀余儀余儀なくされているなくされているなくされているなくされている。。。。離離離離島島島島医師医師医師医師及及及及びびびび医療従医療従医療従医療従事者事者事者事者のののの安定安定安定安定確保確保確保確保についについについについ
てててて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 海海海海洋漂洋漂洋漂洋漂着着着着ごごごごみみみみ処処処処理理理理問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに本県本県本県本県離離離離島島島島はははは大大大大量量量量のののの漂漂漂漂着着着着ごごごごみみみみでででで海海海海岸線岸線岸線岸線やややや海海海海浜浜浜浜のののの景景景景
観観観観をををを損損損損ねねねねているているているているほほほほかかかか、、、、有有有有害害害害・・・・危険危険危険危険物物物物質質質質によるによるによるによる海海海海浜浜浜浜やややや海海海海岸岸岸岸・・・・海海海海洋洋洋洋生物生物生物生物へのへのへのへの汚染汚染汚染汚染・・・・危危危危害害害害もももも懸念懸念懸念懸念
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、、、、継継継継続的続的続的続的なななな処処処処理理理理対対対対策策策策がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離離離離島島島島住住住住民民民民のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図るためるためるためるため離離離離島島島島航空航空航空航空運運運運賃賃賃賃等等等等のののの低低低低減減減減、、、、離離離離島島島島路路路路線線線線へのへのへのへの航空航空航空航空燃料税燃料税燃料税燃料税のののの軽軽軽軽
減減減減措措措措置置置置等等等等をををを国国国国やややや県県県県がががが進進進進めているめているめているめている中中中中、、、、本県本県本県本県離離離離島島島島航空路航空路航空路航空路線線線線運運運運航航航航にににに関関関関しししし、、、、旅客旅客旅客旅客運運運運賃賃賃賃のののの改改改改定定定定のののの
動動動動きがあるがきがあるがきがあるがきがあるが、、、、改改改改定定定定のののの理由理由理由理由とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 石垣石垣石垣石垣――――多多多多良間良間良間良間、、、、石垣石垣石垣石垣――――波照波照波照波照間間間間航空路航空路航空路航空路線再線再線再線再開開開開にににに向向向向けけけけ、、、、県県県県はははは、、、、関係関係関係関係町村町村町村町村やややや航空航空航空航空会会会会社社社社とととと協協協協議議議議
をををを進進進進めているがそのめているがそのめているがそのめているがその進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと解決解決解決解決すすすすべべべべきききき課課課課題等題等題等題等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 南北南北南北南北大大大大東空港東空港東空港東空港のののの夜夜夜夜間間間間照照照照明明明明施設施設施設施設についてはについてはについてはについては、、、、村村村村民民民民のののの生生生生命命命命のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全やややや夜夜夜夜間間間間緊急輸送緊急輸送緊急輸送緊急輸送のののの
安全安全安全安全のためにものためにものためにものためにも必必必必要要要要不不不不可可可可欠欠欠欠なななな施設施設施設施設だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが県県県県のののの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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 県県県県はははは、、、、離離離離島島島島ののののイイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトトなどなどなどなど通通通通信信信信状況状況状況状況をををを向上向上向上向上させるためさせるためさせるためさせるため、、、、海底通海底通海底通海底通信信信信ケケケケーーーーブルブルブルブルをををを敷敷敷敷設設設設すすすす
るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。計画計画計画計画のののの概概概概要要要要とととと対対対対象象象象地域地域地域地域、、、、供供供供用時期用時期用時期用時期、、、、経経経経済済済済・・・・雇雇雇雇用用用用へのへのへのへの波波波波及及及及効効効効果等果等果等果等についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 自自自自然然然然環環環環境境境境のののの保保保保全全全全・・・・再再再再生生生生とそのとそのとそのとその適適適適正利正利正利正利用用用用をををを推推推推進進進進することですることですることですることで地域地域地域地域のののの観光観光観光観光等経等経等経等経済済済済振興振興振興振興につなにつなにつなにつなげげげげ
るるるる地域地域地域地域振興策振興策振興策振興策をををを、、、、県県県県・・・・町村町村町村町村・・・・民間民間民間民間がががが協協協協働働働働してしてしてして推推推推進進進進するするするする事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

4444 県内県内県内県内産産産産業業業業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 中中中中国国国国福福福福建省建省建省建省福州福州福州福州市市市市のののの沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・福福福福建建建建友友友友好好好好会会会会館館館館のののの現状現状現状現状、、、、今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような活動活動活動活動をををを考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県泡盛泡盛泡盛泡盛のののの出出出出荷荷荷荷がががが苦苦苦苦戦戦戦戦しているしているしているしている。。。。国内国内国内国内酒類酒類酒類酒類市市市市場場場場がががが全全全全体体体体的的的的にににに厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを増増増増しているとはいえしているとはいえしているとはいえしているとはいえ９９９９
年年年年連連連連続続続続でのでのでのでの減減減減少少少少はははは深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。そのそのそのその背景背景背景背景にににに何何何何があるかがあるかがあるかがあるか、、、、改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、情情情情報報報報通通通通信信信信関関関関連産連産連産連産業業業業をををを高高高高度化度化度化度化・・・・多様多様多様多様化化化化させさせさせさせ、、、、産産産産業業業業のののの振興振興振興振興とととと活性化活性化活性化活性化をををを促促促促進進進進するためするためするためするため、、、、
アジアアジアアジアアジア情情情情報報報報通通通通信信信信ハブハブハブハブ形形形形成成成成促促促促進事業進事業進事業進事業（（（（海底海底海底海底ケケケケーーーーブルブルブルブル敷敷敷敷設事業設事業設事業設事業））））をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いいいい
とととと国内国内国内国内外外外外企企企企業業業業のののの誘致誘致誘致誘致にどうつなにどうつなにどうつなにどうつなげげげげるかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 長時間長時間長時間長時間労働労働労働労働やややや残残残残業業業業代不払代不払代不払代不払いなどでいなどでいなどでいなどで法法法法令令令令違違違違反反反反のののの勧告勧告勧告勧告をををを受受受受けたけたけたけた、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるるブラックブラックブラックブラック企企企企業業業業がががが問問問問
題題題題となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける実実実実態態態態とととと県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような対対対対策策策策ができるかができるかができるかができるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 百百百百貨貨貨貨店店店店沖縄沖縄沖縄沖縄三越三越三越三越がががが９９９９月月月月にもにもにもにも閉店閉店閉店閉店することとなったすることとなったすることとなったすることとなった。。。。本県本県本県本県のののの唯一唯一唯一唯一のののの老舗店老舗店老舗店老舗店がががが閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をををを決決決決めためためためた
原因原因原因原因とととと残残残残されるされるされるされる従従従従業業業業員員員員のののの雇雇雇雇用用用用にににに対対対対するするするする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たいいたいいたいいたい。。。。

5555 農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 高高高高齢齢齢齢化化化化のののの進進進進展展展展やややや若若若若者者者者のののの農林農林農林農林水水水水産産産産離離離離れれれれ等等等等、、、、担担担担いいいい手手手手不足不足不足不足にににに対対対対するするするする対対対対策策策策がががが急急急急がれているがれているがれているがれている。。。。県県県県
新規新規新規新規就就就就農一貫支援農一貫支援農一貫支援農一貫支援事業事業事業事業、、、、青青青青年就年就年就年就農農農農給給給給付金付金付金付金事業等事業等事業等事業等のののの内容内容内容内容とととと新規新規新規新規就業者就業者就業者就業者のののの育育育育成成成成・・・・確保確保確保確保のののの実実実実
績績績績についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが実施実施実施実施しているしているしているしている、、、、農林農林農林農林水水水水産産産産物物物物流流流流通通通通条条条条件不件不件不件不利性利性利性利性解解解解消消消消事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現状現状現状現状、、、、今今今今
後後後後のののの事業事業事業事業のののの拡大等拡大等拡大等拡大等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 近近近近年年年年のののの原原原原油価油価油価油価格格格格高高高高騰騰騰騰やややや急激急激急激急激なななな円円円円安等安等安等安等のののの影響影響影響影響でででで、、、、漁業用漁業用漁業用漁業用燃燃燃燃油価油価油価油価格格格格がががが高高高高騰騰騰騰しているしているしているしている。。。。県県県県
はははは、、、、緊急緊急緊急緊急対対対対策策策策事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しししし支援支援支援支援をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、平平平平成成成成22226666年年年年度度度度におけるにおけるにおけるにおける漁業漁業漁業漁業燃燃燃燃油油油油支援支援支援支援対対対対策費策費策費策費
やややや沖縄漁業基沖縄漁業基沖縄漁業基沖縄漁業基金金金金をををを活活活活用用用用したしたしたした支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、具体具体具体具体的的的的なななな内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて伺伺伺伺たいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 日日日日台台台台漁業漁業漁業漁業協協協協定定定定についてについてについてについて、、、、ことしことしことしことし１１１１月月月月にににに一一一一部水域部水域部水域部水域でででで暫暫暫暫定的定的定的定的なななな操業操業操業操業ルルルルーーーールルルルでででで合意合意合意合意したがしたがしたがしたが、、、、県県県県
内漁業者内漁業者内漁業者内漁業者のののの間間間間にはにはにはには依然不満依然不満依然不満依然不満がががが残残残残っているっているっているっている。。。。完完完完全解決全解決全解決全解決にににに向向向向けたけたけたけた国国国国・・・・県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((5555)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ（（（（環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋経経経経済連携済連携済連携済連携協協協協定定定定））））についてについてについてについて、、、、日日日日米米米米交渉交渉交渉交渉でででで農産農産農産農産物重物重物重物重要要要要５５５５品品品品目目目目のののの大大大大幅幅幅幅譲歩譲歩譲歩譲歩のののの
懸念懸念懸念懸念もももも高高高高まりまりまりまり、、、、県内県内県内県内農農農農業関係団業関係団業関係団業関係団体体体体等等等等にににに危危危危機機機機感感感感がががが広広広広まっているまっているまっているまっている。。。。現状現状現状現状とととと県県県県のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((6666)))) 政府政府政府政府がががが進進進進めているめているめているめている農農農農業業業業改改改改革革革革についてについてについてについて、、、、農農農農業業業業委員委員委員委員会会会会やややや農農農農業業業業生生生生産産産産法法法法人人人人のののの改改改改革革革革とあとあとあとあわわわわせせせせ、、、、農農農農
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業業業業協協協協同同同同組合組合組合組合のののの見直見直見直見直しにしにしにしに関関関関しししし、、、、踏踏踏踏みみみみ込込込込んんんんだだだだ内容内容内容内容がががが掲掲掲掲げげげげられているられているられているられている。。。。地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける実実実実態態態態やややや実実実実
情情情情にににに合合合合わわわわせせせせ、、、、農農農農業者業者業者業者のののの意向意向意向意向をををを反反反反映映映映したしたしたした改改改改革革革革がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((7777)))) 国国国国営営営営かかかかんんんんがいがいがいがい排排排排水事業水事業水事業水事業石垣石垣石垣石垣島地島地島地島地区区区区についてについてについてについて、、、、本年本年本年本年度度度度でででで新規新規新規新規着着着着工工工工がががが予定予定予定予定されているがされているがされているがされているが、、、、
そのそのそのその進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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

((((1111)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと保育保育保育保育所所所所のののの機能機能機能機能をあをあをあをあわわわわせせせせ持持持持つつつつ認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園がががが全国的全国的全国的全国的にににに増加増加増加増加しているがしているがしているがしているが、、、、本県本県本県本県におにおにおにお
けるけるけるける状況状況状況状況とととと2222000011115555年年年年４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行されるされるされるされる新新新新たなたなたなたな子子子子育育育育てててて支援支援支援支援制制制制度度度度にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにつにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは、、、、放放放放課後課後課後課後子子子子どもどもどもども総合総合総合総合プラプラプラプランンンン（（（（仮称仮称仮称仮称））））をををを策策策策定定定定しししし、、、、2222000011115555年年年年度度度度からからからから５５５５年間年間年間年間でででで学学学学童童童童保育保育保育保育33330000万万万万
人人人人のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿をををを整備整備整備整備するとしてするとしてするとしてするとして、、、、放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブをををを拡拡拡拡充充充充するするするする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、本県本県本県本県におけにおけにおけにおけ
るるるる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いてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消加加加加速速速速化化化化プラプラプラプランをンをンをンを活活活活用用用用しししし、、、、2222000011117777年年年年度度度度末末末末までにまでにまでにまでに認認認認可保育可保育可保育可保育所所所所88883333カカカカ所所所所のののの創創創創
設設設設、、、、99992222カカカカ所所所所のののの増改増改増改増改築築築築をををを見見見見込込込込みみみみ、、、、約約約約１１１１万万万万1111000000000000人人人人のののの保育保育保育保育量量量量のののの拡大拡大拡大拡大、、、、1111400400400400人人人人のののの保育保育保育保育士士士士をををを確保確保確保確保
しししし、、、、待待待待機機機機児童児童児童児童のののの解解解解消消消消をををを図図図図るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。市町村市町村市町村市町村のののの対応対応対応対応をををを含含含含めためためためた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 消消消消費費費費税税税税増増増増税税税税にににに伴伴伴伴うううう子子子子育育育育てててて世世世世帯臨帯臨帯臨帯臨時時時時特別特別特別特別給給給給付金付金付金付金についてについてについてについて、、、、支支支支給給給給対対対対象象象象者者者者からからからから手続手続手続手続にににに関関関関するするするする
問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ等等等等がががが相相相相次次次次いでいるようだがいでいるようだがいでいるようだがいでいるようだが、、、、制制制制度度度度のののの周周周周知知知知方方方方法法法法はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行わわわわれているかれているかれているかれているか、、、、まままま
たたたた、、、、支支支支給給給給をををを装装装装ったったったった振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺などのなどのなどのなどの懸念懸念懸念懸念もももも指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。対応対応対応対応のののの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((5555)))) 本県本県本県本県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、不不不不登登登登校校校校、、、、ひひひひきこもりきこもりきこもりきこもり、、、、ニニニニーーーートトトトなどなどなどなど、、、、社社社社会会会会生活生活生活生活をををを円円円円滑滑滑滑にににに営営営営むむむむ上上上上でででで困困困困難難難難をををを有有有有
するするするする子子子子どもどもどもども・・・・若若若若者者者者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のありのありのありのあり方方方方がががが課課課課題題題題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。
子子子子どもどもどもども・・・・若若若若者者者者育育育育成成成成支援支援支援支援推推推推進法進法進法進法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨にににに基基基基づづづづくくくく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たいいたいいたいいたい。。。。

7777 地域地域地域地域福福福福祉祉祉祉・・・・医療医療医療医療のののの充充充充実実実実強強強強化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県はははは、、、、養養養養護老護老護老護老人人人人ホホホホーーーームムムムへのへのへのへの入入入入所所所所率率率率がががが全国全国全国全国でででで最最最最もももも低低低低いいいい状況状況状況状況にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、そのそのそのその要要要要因因因因とととと
本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける養養養養護老護老護老護老人人人人ホホホホーーーームムムム数数数数・・・・定定定定員数員数員数員数、、、、またまたまたまた、、、、措措措措置置置置がないがないがないがない市町村市町村市町村市町村等等等等のののの現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 特別特別特別特別養養養養護老護老護老護老人人人人ホホホホーーーームムムムへのへのへのへの入入入入所所所所をををを希望希望希望希望するするするする待待待待機機機機者者者者はははは何何何何人人人人かかかか。。。。特特特特養養養養のののの整備整備整備整備がががが追追追追いつかないいつかないいつかないいつかない
状況状況状況状況のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、本県本県本県本県のののの整備計画整備計画整備計画整備計画についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 地域地域地域地域のののの相相相相談談談談役役役役としてとしてとしてとして重重重重要要要要なななな役割役割役割役割をををを担担担担うううう民民民民生委員生委員生委員生委員についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県はははは充充充充足足足足率全国率全国率全国率全国最下最下最下最下位位位位といといといとい
うことだがうことだがうことだがうことだが、、、、そのそのそのその背景背景背景背景とととと活動活動活動活動のののの周周周周知知知知方方方方法法法法についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 児童養児童養児童養児童養護護護護施設施設施設施設をををを出出出出たたたた若若若若者者者者のののの進進進進学学学学、、、、就就就就職職職職やややや障障障障害害害害者者者者のののの民間民間民間民間賃賃賃賃貸貸貸貸住住住住宅宅宅宅へのへのへのへの入入入入居居居居にににに際際際際しししし大大大大きなきなきなきな
壁壁壁壁があるとがあるとがあるとがあると言言言言わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける実実実実態態態態とととと公的公的公的公的助助助助成成成成のののの拡拡拡拡充充充充、、、、社社社社会全会全会全会全体体体体でででで支援支援支援支援のののの輪輪輪輪をををを広広広広
げげげげるるるる必必必必要要要要性性性性についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 健康健康健康健康長長長長寿復寿復寿復寿復活活活活にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応方針方針方針方針についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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3333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))))

06060606月月月月30303030    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 11116666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)))) 21212121世紀世紀世紀世紀ビジョビジョビジョビジョンにンにンにンに描描描描かれているかれているかれているかれている沖縄沖縄沖縄沖縄のののの将将将将来来来来像像像像とととと、、、、耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数222200000000年年年年ともともともとも言言言言わわわわれるれるれるれる辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基基基基
地地地地建建建建設設設設はははは全全全全くくくく相反相反相反相反しししし、、、、禍根禍根禍根禍根をををを残残残残すすすす。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの県政県政県政県政史史史史上上上上、、、、知事知事知事知事みみみみずずずずからからからから基地基地基地基地建建建建設設設設をををを承承承承認認認認したしたしたした
例例例例はかつてないはかつてないはかつてないはかつてない。。。。埋立埋立埋立埋立申申申申請手続請手続請手続請手続においてにおいてにおいてにおいて得得得得られるられるられるられる知見知見知見知見をををを得得得得ようともしないようともしないようともしないようともしない防衛局事業者防衛局事業者防衛局事業者防衛局事業者のののの
態度態度態度態度がががが明明明明らかになっているらかになっているらかになっているらかになっている。。。。知事知事知事知事はははは埋立埋立埋立埋立承承承承認認認認申申申申請請請請をををを取取取取りりりり消消消消すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

((((2222)))) ４４４４月月月月22225555日日日日のののの日日日日米米米米共共共共同同同同声声声声明明明明でででで、、、、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名名名名護護護護市市市市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などになどになどになどに関関関関してしてしてして
「「「「早早早早期移設期移設期移設期移設及及及及びびびび沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地基地基地基地のののの統統統統合合合合はははは、、、、長期的長期的長期的長期的にににに持続持続持続持続可能可能可能可能なななな米軍米軍米軍米軍ののののププププレレレレゼゼゼゼンンンンススススをををを確確確確かなもかなもかなもかなも
のにするのにするのにするのにする」」」」とととと明明明明記記記記したしたしたした。。。。このこのこのこの記述記述記述記述はははは米軍米軍米軍米軍駐駐駐駐留留留留とととと基地基地基地基地のののの存存存存続続続続のののの半半半半永久永久永久永久化化化化をををを意意意意図図図図しているしているしているしている。。。。知知知知
事事事事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 副知事副知事副知事副知事のののの訪米訪米訪米訪米についてについてについてについて
　高良副知事　高良副知事　高良副知事　高良副知事はははは、、、、６６６６月月月月９９９９日日日日からからからからワシワシワシワシンンンントトトトンンンンＤＤＤＤＣＣＣＣにににに出出出出かけかけかけかけ、、、、米米米米シシシシンンンンクタクタクタクタンンンンククククやややや米政府米政府米政府米政府スタッスタッスタッスタッフフフフのののの
若若若若手手手手研究研究研究研究者者者者とととと意意意意見見見見交交交交換換換換したとしたとしたとしたと報報報報じじじじられているられているられているられている。。。。

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事にかにかにかにかわわわわってってってって何何何何をををを託託託託されたかされたかされたかされたか。。。。訪米訪米訪米訪米のののの目的目的目的目的・・・・訪問先訪問先訪問先訪問先についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 基地問題基地問題基地問題基地問題についてはどのようなについてはどのようなについてはどのようなについてはどのようなスタスタスタスタンンンンススススでででで訴訴訴訴えたかえたかえたかえたか。。。。米政府米政府米政府米政府はははは、、、、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運用停運用停運用停運用停
止止止止はははは５５５５年以内年以内年以内年以内でででで可能可能可能可能であるとであるとであるとであると確確確確認認認認できたかできたかできたかできたか。。。。肯肯肯肯定定定定したかしたかしたかしたか否定否定否定否定したかしたかしたかしたか。。。。牧牧牧牧港補給港補給港補給港補給地地地地区区区区のののの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てはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 日日日日本政府本政府本政府本政府からからからからアアアアメメメメリリリリカカカカ政府政府政府政府にににに対対対対するするするする働働働働きかけはどうかきかけはどうかきかけはどうかきかけはどうか。。。。昨昨昨昨年年年年12121212月月月月22225555日日日日のののの総総総総理理理理のののの回回回回答答答答どおどおどおどお
りりりり「「「「日日日日本政府本政府本政府本政府としてできることはとしてできることはとしてできることはとしてできることは全全全全てててて行行行行うううう」」」」というというというという強強強強いいいい姿勢姿勢姿勢姿勢がががが米米米米側側側側にににに伝伝伝伝わわわわっているかどうかっているかどうかっているかどうかっているかどうか。。。。

ｴｴｴｴ 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県県県外外外外移設移設移設移設はははは求求求求めたかめたかめたかめたか。。。。

((((4444)))) 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をををを可能可能可能可能とするとするとするとする憲法解釈憲法解釈憲法解釈憲法解釈についてについてについてについて
　戦　戦　戦　戦争放棄争放棄争放棄争放棄をうたうをうたうをうたうをうたう日日日日本国憲法本国憲法本国憲法本国憲法のののの実質的実質的実質的実質的なななな破破破破壊壊壊壊行行行行為為為為であるであるであるである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についてについてについてについて、、、、
多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが不不不不安安安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。。。。時時時時のののの政権政権政権政権のののの解釈解釈解釈解釈でででで憲法解釈憲法解釈憲法解釈憲法解釈がががが変変変変わわわわれれれればばばば法治国法治国法治国法治国家家家家としてとしてとしてとして
のののの安定安定安定安定性性性性がががが損損損損ななななわわわわれれれれ、、、、国国国国家家家家権力権力権力権力をををを縛縛縛縛るるるる立憲立憲立憲立憲主主主主義義義義がががが否定否定否定否定されるされるされるされる。。。。

ｱｱｱｱ 安倍安倍安倍安倍総総総総理理理理はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで禁禁禁禁じじじじられてきたられてきたられてきたられてきた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をををを可能可能可能可能とするとするとするとする憲法解釈憲法解釈憲法解釈憲法解釈をををを閣議閣議閣議閣議
決定決定決定決定しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

ｲｲｲｲ 集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使がががが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった際際際際はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの安全安全安全安全保保保保障障障障環環環環境境境境はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変変変変わわわわるとるとるとると想想想想
定定定定されるかされるかされるかされるか。。。。2222000013131313年年年年11111111月月月月１１１１日日日日とととと2222000011114444年年年年５５５５月月月月22222222日日日日にににに行行行行わわわわれたれたれたれた離離離離島島島島奪奪奪奪還還還還作作作作戦戦戦戦はははは明明明明らかにらかにらかにらかに南南南南
西西西西諸島諸島諸島諸島、、、、我我我我がががが沖縄県域沖縄県域沖縄県域沖縄県域でのでのでのでの戦戦戦戦争争争争をををを想想想想定定定定したしたしたした軍事軍事軍事軍事演演演演習習習習だだだだ。。。。与与与与那那那那国島国島国島国島へのへのへのへの自衛自衛自衛自衛隊配隊配隊配隊配備備備備やややや
宮宮宮宮古古古古・・・・八重山八重山八重山八重山へのへのへのへの新新新新たなたなたなたな自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊のののの配配配配備計画備計画備計画備計画はますますはますますはますますはますます日中日中日中日中間間間間のののの緊緊緊緊張張張張をををを高高高高めるめるめるめるばばばばかりかりかりかり
だだだだ。。。。知事知事知事知事はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような政府政府政府政府のののの軍軍軍軍備増備増備増備増強強強強政政政政策策策策とととと緊緊緊緊張張張張激激激激化化化化にににに対対対対してどうしてどうしてどうしてどう対処対処対処対処するするするする考考考考えかえかえかえか。。。。

((((5555)))) 69696969年年年年前前前前のののの沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦とととと戦戦戦戦後後後後のののの米軍米軍米軍米軍占領占領占領占領についてについてについてについて
　　　　69696969年年年年前前前前、、、、国内国内国内国内でででで唯一唯一唯一唯一地地地地上上上上戦戦戦戦があったこのがあったこのがあったこのがあったこの沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは、、、、県民県民県民県民のののの４４４４人人人人にににに１１１１人人人人がとうといがとうといがとうといがとうとい命命命命をををを落落落落とととと
したしたしたした。。。。戦戦戦戦争争争争体体体体験者験者験者験者がががが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの風風風風化化化化がががが危危危危惧惧惧惧されるされるされるされる。。。。歴史歴史歴史歴史はははは繰繰繰繰りりりり返返返返すとすとすとすと言言言言わわわわれるれるれるれる
がががが、、、、今日今日今日今日のののの沖縄沖縄沖縄沖縄をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく状況状況状況状況はははは、、、、再再再再びびびび戦場戦場戦場戦場になるのではないかというになるのではないかというになるのではないかというになるのではないかという恐怖恐怖恐怖恐怖であるであるであるである。。。。軍事軍事軍事軍事
基地基地基地基地がががが集集集集中中中中するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄がががが真真真真っっっっ先先先先にににに標標標標的的的的にされることはにされることはにされることはにされることは理理理理のののの当当当当然然然然であるであるであるである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく
軍事基地軍事基地軍事基地軍事基地をなくすことがをなくすことがをなくすことがをなくすことが恒久恒久恒久恒久平和平和平和平和のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての最最最最もももも正正正正しいしいしいしい道道道道であるであるであるである。。。。戦戦戦戦争争争争にはにはにはには勝勝勝勝者者者者もももも
敗敗敗敗者者者者もないもないもないもない。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史歴史歴史歴史的経験的経験的経験的経験からしてからしてからしてからして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のこののこののこののこの地地地地でででで「「「「力力力力ののののババババラララランンンンスススス」」」」によるによるによるによる平和平和平和平和構築構築構築構築
などありなどありなどありなどあり得得得得ないないないない。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは非非非非武武武武のののの国国国国であることがであることがであることがであることが恒久恒久恒久恒久平和平和平和平和とととと生生生生存存存存へのへのへのへの道道道道であるとであるとであるとであると確確確確信信信信するするするする。。。。
今日今日今日今日ほほほほどどどど沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦をををを教訓化教訓化教訓化教訓化することがすることがすることがすることが問問問問わわわわれているれているれているれている。。。。
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ｱｱｱｱ 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦はははは国国国国体護体護体護体護持持持持とととと関係関係関係関係があったかがあったかがあったかがあったか。。。。戦戦戦戦前前前前のののの皇皇皇皇民民民民化教育化教育化教育化教育にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「軍軍軍軍隊隊隊隊はははは住住住住民民民民をををを守守守守らなかったらなかったらなかったらなかった」」」」とととと多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが証証証証言言言言しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

ｳｳｳｳ 昭昭昭昭和和和和天天天天皇皇皇皇はははは、、、、1111947947947947年年年年９９９９月月月月ににににマッマッマッマッカカカカーーーーササササーーーー占領占領占領占領軍軍軍軍総総総総司司司司令令令令官官官官にににに対対対対しししし、、、、対対対対日日日日講講講講和和和和後後後後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
地位地位地位地位にににに関関関関してしてしてして、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカによるによるによるによる相相相相当当当当長期長期長期長期のののの軍事軍事軍事軍事占領占領占領占領がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと提案提案提案提案していたしていたしていたしていた。。。。復帰復帰復帰復帰後後後後もももも
なおなおなおなお政府政府政府政府によるによるによるによる米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの集集集集中中中中・・・・押押押押しつけにしつけにしつけにしつけに連連連連なるなるなるなる対沖縄政対沖縄政対沖縄政対沖縄政策策策策ではないかではないかではないかではないか。。。。知事知事知事知事のののの見見見見
解解解解はははは。。。。

((((6666)))) 日中日中日中日中間間間間のののの緊緊緊緊張張張張緩和緩和緩和緩和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のののの役割役割役割役割、、、、施施施施策策策策についてについてについてについて
　　　　昨昨昨昨年年年年11111111月月月月からからからから12121212月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが県民県民県民県民のののの中中中中国国国国にににに対対対対するするするする意識意識意識意識調査調査調査調査をををを行行行行っているっているっているっている。。。。約約約約９９９９
割割割割近近近近くがくがくがくが中中中中国国国国にににに対対対対してよいしてよいしてよいしてよい印印印印象象象象をををを持持持持っていないっていないっていないっていない。。。。

ｱｱｱｱ 最近最近最近最近のののの県民県民県民県民世世世世論調査論調査論調査論調査をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの果果果果たすたすたすたすべべべべきききき役割役割役割役割とととと施施施施策策策策についてについてについてについて

ｲｲｲｲ ななななぜぜぜぜ知事知事知事知事はははは訪訪訪訪中中中中しようとしないのかしようとしないのかしようとしないのかしようとしないのか。。。。全全全全方方方方位位位位交流交流交流交流・・・・自治自治自治自治体外交体外交体外交体外交でででで中中中中国国国国をををを重重重重視視視視すすすすべべべべきではきではきではきでは
ないかないかないかないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 1111979797972222年年年年のののの沖縄沖縄沖縄沖縄返還交渉返還交渉返還交渉返還交渉にににに携携携携わわわわったったったった元元元元国防国防国防国防次次次次官官官官補補補補代理代理代理代理ののののモモモモーーーートトトトンンンン・ハル・ハル・ハル・ハルペペペペリンリンリンリン氏氏氏氏はははは、、、、５５５５月月月月８８８８
日日日日にににに国会議国会議国会議国会議員員員員会会会会館館館館でででで地地地地元紙元紙元紙元紙ののののイイイインンンンタビタビタビタビュュュューにーにーにーに応応応応じじじじ、、、、新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設についてについてについてについて「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄にににに新新新新たなたなたなたな
基地基地基地基地がががが必必必必要要要要とはとはとはとは思思思思わわわわないないないない」」」」とととと既存既存既存既存のののの基地基地基地基地でででで対応対応対応対応できるとのできるとのできるとのできるとの見解見解見解見解をををを示示示示したとしたとしたとしたと報報報報じじじじているているているている。。。。知知知知
事事事事はこのはこのはこのはこの見解見解見解見解をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価するかするかするかするか。。。。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承承承認認認認したからしたからしたからしたから、、、、こういうこういうこういうこういう見解見解見解見解とはとはとはとは向向向向きききき
合合合合うつもりはないとうつもりはないとうつもりはないとうつもりはないと考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) カカカカジジジジノノノノについてについてについてについて、、、、知事選知事選知事選知事選ではではではでは争争争争点化点化点化点化するのをするのをするのをするのを避避避避けけけけ、、、、あえてあえてあえてあえて賛否賛否賛否賛否をををを表表表表明明明明しなかったにもかかしなかったにもかかしなかったにもかかしなかったにもかか
わわわわららららずずずず、、、、そのそのそのその後後後後、、、、「「「「法法法法案案案案がががが提出提出提出提出されるのがされるのがされるのがされるのが遅遅遅遅いいいいぐぐぐぐらいだらいだらいだらいだ」」」」などとあからさまになどとあからさまになどとあからさまになどとあからさまにカカカカジジジジノノノノ賛成賛成賛成賛成をををを表表表表
明明明明しているしているしているしている。。。。選挙公約選挙公約選挙公約選挙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、、、、カカカカジジジジノノノノ導導導導入入入入へのへのへのへの姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて
　沖縄　沖縄　沖縄　沖縄のののの未未未未来来来来をををを担担担担うううう人人人人材材材材をををを育育育育成成成成するするするする教育教育教育教育のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割はははは絶絶絶絶大大大大であるであるであるである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史歴史歴史歴史的的的的・・・・文化文化文化文化
的的的的特特特特性性性性をををを生生生生かしたかしたかしたかした教育教育教育教育をををを発展発展発展発展させることがさせることがさせることがさせることが重重重重要要要要だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。改改改改憲憲憲憲をををを標標標標榜榜榜榜しししし、、、、戦戦戦戦争準争準争準争準備備備備のためのためのためのため
のののの教育教育教育教育のののの国国国国家家家家統統統統制制制制ににににひひひひたたたた走走走走るるるる安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの教育教育教育教育やややや地地地地方方方方自治自治自治自治へのへのへのへの強強強強権的権的権的権的なななな介介介介入入入入をををを許許許許してはなしてはなしてはなしてはな
らないらないらないらない。。。。

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい個個個個性性性性をををを持持持持ったったったった人人人人づづづづくりのくりのくりのくりの推推推推進進進進をををを図図図図るるるる「「「「ヤヤヤヤーーーーナナナナレーレーレーレー、、、、フカフカフカフカナナナナレーレーレーレー事業事業事業事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 教科書採択教科書採択教科書採択教科書採択地地地地区区区区についてについてについてについて
　1　1　1　1997997997997年年年年にににに当当当当時時時時のののの橋橋橋橋本内閣本内閣本内閣本内閣がががが将将将将来来来来のののの学校単学校単学校単学校単位位位位のののの教科書採択教科書採択教科書採択教科書採択にににに向向向向けけけけ、、、、法法法法整備整備整備整備をををを検討検討検討検討するするするする
旨旨旨旨のののの閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定をしているをしているをしているをしている。。。。教科書教科書教科書教科書無償無償無償無償措措措措置置置置法法法法とととと地地地地方教育方教育方教育方教育行政法行政法行政法行政法とのとのとのとの矛盾矛盾矛盾矛盾をををを長年長年長年長年放放放放置置置置したしたしたした
のはのはのはのは国国国国のののの責責責責任任任任であるであるであるである。。。。竹富町竹富町竹富町竹富町にににに対対対対するするするする一一一一方方方方的的的的なななな扱扱扱扱いはいはいはいは、、、、義務義務義務義務教育教育教育教育はははは無償無償無償無償とするとのとするとのとするとのとするとの憲法憲法憲法憲法
にににに反反反反するするするする行行行行為為為為であるであるであるである。。。。

ｱｱｱｱ 採択採択採択採択地地地地区区区区見直見直見直見直しししし後後後後のののの課課課課題題題題にににに対対対対するするするする県県県県教育教育教育教育庁庁庁庁のののの支援体支援体支援体支援体制制制制とととと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うううう。。。。

((((3333)))) 平平平平成成成成22224444年年年年12121212月月月月６６６６日日日日付付付付、、、、沖縄自治沖縄自治沖縄自治沖縄自治研究研究研究研究会会会会代表代表代表代表・・・・大大大大城城城城航航航航氏氏氏氏よりよりよりより提出提出提出提出されたされたされたされた「「「「琉球琉球琉球琉球・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄史史史史」」」」をををを
必必必必修修修修科科科科目目目目またはまたはまたはまたは必必必必履修履修履修履修にににに準準準準ずずずずるるるる科科科科目目目目としてとしてとしてとして設設設設置置置置することをすることをすることをすることを求求求求めるめるめるめる陳陳陳陳情情情情のののの処処処処理理理理方針方針方針方針にににに基基基基づづづづ
くくくく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

((((4444)))) 改正改正改正改正地地地地方教育方教育方教育方教育行政法行政法行政法行政法によるによるによるによる教育教育教育教育のののの政治的政治的政治的政治的中中中中立立立立性性性性のののの確保確保確保確保についてについてについてについて
　　　　平平平平成成成成22227777年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに施行施行施行施行されるされるされるされる同同同同法法法法はははは、、、、首長首長首長首長によるによるによるによる教育教育教育教育行政行政行政行政へのへのへのへの介介介介入入入入・・・・関与関与関与関与がががが強強強強化化化化されされされされ
ることることることること、、、、文科文科文科文科大大大大臣臣臣臣がががが教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会にににに対対対対してしてしてして是是是是正正正正のののの指指指指示示示示ができるようにしたことなどはができるようにしたことなどはができるようにしたことなどはができるようにしたことなどは、、、、教育教育教育教育のののの
政治的政治的政治的政治的中中中中立立立立性性性性がががが損損損損ななななわわわわれれれれ教育教育教育教育のののの国国国国家家家家統統統統制制制制にもつながるにもつながるにもつながるにもつながる危険危険危険危険性性性性をはらをはらをはらをはらんんんんでおりでおりでおりでおり改正改正改正改正にににに反反反反
対対対対であるであるであるである。。。。

ｱｱｱｱ 改正点改正点改正点改正点のののの内容内容内容内容とととと仕組仕組仕組仕組みみみみについてについてについてについて教育教育教育教育長長長長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 首長首長首長首長のののの権限権限権限権限についてについてについてについて教育教育教育教育長長長長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事はははは、、、、１１１１期目期目期目期目のののの公約公約公約公約ではではではでは、、、、「「「「よりきめよりきめよりきめよりきめ細細細細かなかなかなかな学習指学習指学習指学習指導導導導などなどなどなど、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充充充充実実実実をををを図図図図ることにることにることにることに
よりよりよりより、、、、世界世界世界世界でででで活活活活躍躍躍躍できるできるできるできる優優優優秀秀秀秀なななな人人人人材材材材のののの基基基基礎礎礎礎づづづづくりをくりをくりをくりを行行行行うためうためうためうため、、、、33330000人学級人学級人学級人学級のののの実施実施実施実施」」」」をををを掲掲掲掲げげげげていていていてい
ましたましたましたました。。。。２２２２期目期目期目期目のののの公約公約公約公約はははは「「「「少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級制制制制」」」」ににににトトトトーンーンーンーンダウダウダウダウンしていますンしていますンしていますンしています。。。。教育教育教育教育行政行政行政行政のののの現場現場現場現場ではではではでは
少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級制制制制のののの現状現状現状現状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。。。。課課課課題題題題はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 文化文化文化文化行政行政行政行政についてについてについてについて
　沖縄　沖縄　沖縄　沖縄文化文化文化文化のののの基基基基層層層層であるであるであるである「「「「しまくとしまくとしまくとしまくとぅばぅばぅばぅば」」」」がなくなるとがなくなるとがなくなるとがなくなると組組組組踊踊踊踊やややや琉球琉球琉球琉球舞踊舞踊舞踊舞踊等等等等もももも衰衰衰衰退退退退するするするする。。。。またまたまたまた、、、、沖沖沖沖
縄縄縄縄にににに対対対対するするするする愛愛愛愛着着着着、、、、郷土愛郷土愛郷土愛郷土愛もももも失失失失うううう。。。。21212121世紀世紀世紀世紀ビジョビジョビジョビジョンでンでンでンで重重重重要施要施要施要施策策策策にににに位位位位置置置置づづづづけられているけられているけられているけられている「「「「しまくとしまくとしまくとしまくとぅぅぅぅ
ばばばば」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「しまくとしまくとしまくとしまくとぅばぅばぅばぅば」」」」のののの普普普普及及及及・・・・啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙事業事業事業事業のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域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現状現状現状現状
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にあるかにあるかにあるかにあるか。。。。

((((2222)))) 県内自治県内自治県内自治県内自治体体体体のののの行政内行政内行政内行政内でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みみみみはどうかはどうかはどうかはどうか（（（（午午午午後後後後のののの休憩休憩休憩休憩時間時間時間時間にしまくにしまくにしまくにしまくぅぅぅぅととととばばばば体体体体操操操操のののの活活活活用用用用
をををを）。）。）。）。

((((3333)))) 地域地域地域地域のののの伝統伝統伝統伝統行事行事行事行事へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。

4444 健康健康健康健康、、、、福福福福祉祉祉祉、、、、医療医療医療医療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、、、、2222040040040040年年年年までにまでにまでにまでに平平平平均寿均寿均寿均寿命命命命全国全国全国全国１１１１位位位位をををを目目目目指指指指すとしているすとしているすとしているすとしている。。。。健康健康健康健康・・・・長長長長寿寿寿寿県県県県復復復復活活活活にににに向向向向けてのけてのけてのけての
事業事業事業事業とととと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

((((2222)))) 養養養養護老護老護老護老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題、、、、施施施施策策策策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、、、、奈奈奈奈良県良県良県良県とととと並並並並んんんんでででで入入入入所所所所率率率率がががが70707070％％％％でででで全国全国全国全国最下最下最下最下位位位位であるであるであるである。。。。全国全国全国全国平平平平均均均均はははは90909090％％％％であであであであ
るるるる。。。。措措措措置置置置控控控控えのえのえのえの背景背景背景背景にはにはにはには市町村財市町村財市町村財市町村財政政政政のののの問題問題問題問題ややややママママンンンンパパパパワワワワーーーー不足不足不足不足などがなどがなどがなどが指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。

ｱｱｱｱ 入入入入所所所所率率率率がががが低低低低いいいい原因原因原因原因についてについてについてについて、、、、県県県県のののの分分分分析析析析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。。。。

ｲｲｲｲ 定定定定員増員増員増員増とととと入入入入所所所所率率率率アップアップアップアップのためののためののためののための施施施施策策策策についてについてについてについて

((((3333)))) 失失失失業業業業、、、、病病病病気気気気等等等等によるによるによるによる生活保生活保生活保生活保護護護護世世世世帯帯帯帯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。。。。県内県内県内県内市町村市町村市町村市町村のののの生活保生活保生活保生活保護護護護のののの現状現状現状現状とそのとそのとそのとその
要要要要因因因因、、、、施施施施策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ４４４４月月月月１１１１日日日日現現現現在在在在のののの待待待待機機機機児童児童児童児童数数数数、、、、潜潜潜潜在在在在的的的的待待待待機機機機児童児童児童児童数数数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。。。。平平平平成成成成22229999年年年年度度度度末末末末までまでまでまで
にににに待待待待機機機機児童児童児童児童ゼゼゼゼロロロロをををを目目目目指指指指すすすす県県県県計画計画計画計画にににに沿沿沿沿ってってってって進進進進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県障障障障害害害害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社社社社会会会会づづづづくりくりくりくり条例条例条例条例」」」」がががが４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行されたされたされたされた
がががが、、、、そのそのそのその後後後後のののの施行施行施行施行によるによるによるによる効効効効果果果果はははは条例条例条例条例のののの趣趣趣趣旨旨旨旨にににに沿沿沿沿ってってってって取取取取りりりり組組組組まれているかまれているかまれているかまれているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 認知認知認知認知症症症症がががが大大大大きなきなきなきな社社社社会問題会問題会問題会問題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県内県内県内県内のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題、、、、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

((((7777)))) 北北北北部部部部病院病院病院病院のののの診診診診療療療療科科科科のののの現状現状現状現状とととと基基基基幹幹幹幹病院病院病院病院としてのとしてのとしてのとしての整備充整備充整備充整備充実実実実についてについてについてについて

((((8888)))) 八重山八重山八重山八重山病院病院病院病院のののの建建建建てかえてかえてかえてかえ工事工事工事工事のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと、、、、平平平平成成成成22229999年年年年度度度度のののの開開開開院院院院にににに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みみみ状況状況状況状況
についてについてについてについて

5555 戦戦戦戦後後後後処処処処理理理理についてについてについてについて
　戦　戦　戦　戦争争争争はははは国国国国家家家家によってによってによってによって引引引引きききき起起起起こされたこされたこされたこされた暴暴暴暴力力力力でありでありでありであり、、、、最最最最大大大大のののの環環環環境境境境破破破破壊壊壊壊であるであるであるである。。。。国国国国家家家家がががが全全全全てのてのてのての戦戦戦戦
争責争責争責争責任任任任とととと戦戦戦戦後後後後処処処処理理理理にににに責責責責任任任任をををを持持持持つつつつべべべべきであるきであるきであるきである。。。。

((((1111)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦・・・・戦戦戦戦没没没没者者者者並並並並びびびびにににに遺族遺族遺族遺族ののののＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ鑑鑑鑑鑑定定定定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 戦戦戦戦没没没没者者者者のののの遺骨遺骨遺骨遺骨をををを一一一一時的時的時的時的にににに保保保保管管管管するするするする糸満糸満糸満糸満市市市市摩摩摩摩文文文文仁仁仁仁にあるにあるにあるにある県県県県平和平和平和平和祈祈祈祈念念念念財財財財団団団団「「「「戦戦戦戦没没没没者者者者遺骨遺骨遺骨遺骨
収収収収集集集集セセセセンンンンタタタターーーー」」」」のののの遺骨遺骨遺骨遺骨安安安安置置置置所所所所がががが満満満満杯杯杯杯状状状状態態態態になったためになったためになったためになったため、、、、ＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ鑑鑑鑑鑑定定定定もせもせもせもせずずずず焼骨焼骨焼骨焼骨するするするする予定予定予定予定
だとだとだとだと言言言言わわわわれているがれているがれているがれているが、、、、遺族遺族遺族遺族のののの声声声声をををを無視無視無視無視するものであるするものであるするものであるするものである。。。。増増増増築築築築してしてしてして対応対応対応対応すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

ｲｲｲｲ 戦戦戦戦没没没没者者者者並並並並びびびびにににに遺族遺族遺族遺族ののののＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ鑑鑑鑑鑑定定定定ををををデデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス化化化化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めるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

ｳｳｳｳ 豊豊豊豊見見見見城城城城城城城城址址址址公公公公園園園園内内内内のののの戦戦戦戦没没没没者者者者遺骨遺骨遺骨遺骨収収収収集集集集のののの早早早早期実施期実施期実施期実施とととと遺族遺族遺族遺族ののののＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ鑑鑑鑑鑑定実施定実施定実施定実施についてについてについてについて県県県県
のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦」」」」、、、、「「「「南洋南洋南洋南洋戦戦戦戦」」」」などのなどのなどのなどの一般一般一般一般民間戦民間戦民間戦民間戦争被争被争被争被害害害害者者者者救救救救済済済済のためののためののためののための新援護新援護新援護新援護法制定法制定法制定法制定についてについてについてについて、、、、
援護援護援護援護法法法法のののの適適適適用用用用からからからから除除除除外外外外されたされたされたされた未補未補未補未補償償償償者者者者はははは県内県内県内県内にににに推推推推定何名定何名定何名定何名いるかいるかいるかいるか。。。。国国国国にににに援護援護援護援護法法法法適適適適用用用用をををを求求求求
めるめるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 公公公公共共共共交交交交通等対通等対通等対通等対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のないのないのないのない本県本県本県本県にとってにとってにとってにとって交交交交通通通通弱弱弱弱者者者者のののの足足足足となるとなるとなるとなるババババスススス等等等等のののの利利利利便便便便性性性性のののの向上向上向上向上をををを図図図図ることはることはることはることは急急急急務務務務
であるであるであるである。。。。

ｱｱｱｱ 路路路路線線線線ババババススススのののの定時定時定時定時性向上性向上性向上性向上のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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。。。。

ｲｲｲｲ ＩＩＩＩＣＣＣＣ乗乗乗乗車車車車券券券券シシシシスススステテテテムムムムのののの導導導導入入入入にににに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みみみはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 地地地地方方方方税税税税法法法法改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、道道道道路路路路特特特特定定定定財源財源財源財源がががが一般一般一般一般財源化財源化財源化財源化されたことにされたことにされたことにされたことに伴伴伴伴うううう軽軽軽軽油油油油引引引引取取取取税税税税のののの免免免免税税税税制制制制
度度度度がががが2222000011115555年年年年３３３３月月月月末末末末をもってをもってをもってをもって廃廃廃廃止止止止されるされるされるされる。。。。離離離離島県島県島県島県であるであるであるである本県経本県経本県経本県経済済済済にとってにとってにとってにとって重重重重大大大大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼ
すすすす。。。。県県県県のののの対対対対策策策策についてについてについてについて

7777 公公公公契契契契約約約約条例条例条例条例についてについてについてについて
　公　公　公　公共共共共部部部部門門門門でででで働働働働くくくく労働労働労働労働者者者者のののの雇雇雇雇用安定用安定用安定用安定、、、、賃金賃金賃金賃金、、、、労働労働労働労働条条条条件件件件のののの維維維維持持持持、、、、生活生活生活生活のののの確保確保確保確保とととと公公公公共共共共ササササーーーービスビスビスビス
のののの向上向上向上向上にににに向向向向けてけてけてけて公公公公契契契契約約約約条例条例条例条例のののの制定制定制定制定がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。

((((1111)))) ＩＬＩＬＩＬＩＬＯＯＯＯ94949494号号号号条条条条約約約約のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方、、、、趣趣趣趣旨旨旨旨はははは何何何何かかかか。。。。そのそのそのその趣趣趣趣旨旨旨旨はははは自治自治自治自治体体体体としてとしてとしてとして尊尊尊尊重重重重しししし推推推推進進進進すすすすべべべべ
きではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

((((2222)))) 全国自治全国自治全国自治全国自治体体体体のののの制定制定制定制定のののの状況状況状況状況、、、、制定制定制定制定にににに向向向向けてのけてのけてのけての動動動動きはどうかきはどうかきはどうかきはどうか。。。。
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((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして制定制定制定制定にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討委員委員委員委員会等会等会等会等のののの設設設設置置置置のののの考考考考えはえはえはえは。。。。
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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3333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))))

06060606月月月月30303030    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 11116666分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 米軍米軍米軍米軍嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地のののの2222000013131313年年年年度度度度のののの離発着機離発着機離発着機離発着機のののの目目目目視視視視調査調査調査調査結結結結果果果果をををを沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは公公公公表表表表したしたしたした。。。。それそれそれそれ
によるとによるとによるとによると４４４４万万万万7078707870787078回回回回とととと前前前前年年年年度度度度のののの３３３３万万万万7777111111110000回回回回をををを約約約約１１１１万回万回万回万回もももも上回上回上回上回るるるる結結結結果果果果となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、爆爆爆爆音音音音被被被被害害害害
にににに苦苦苦苦しむしむしむしむ周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民のののの負担負担負担負担はははは増増増増すすすすばばばばかりであるかりであるかりであるかりである。。。。負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減はははは名名名名ばばばばかりかりかりかり、、、、日日日日米米米米合意合意合意合意をををを守守守守るるるる姿姿姿姿
勢勢勢勢をををを持持持持たないたないたないたない米軍米軍米軍米軍とそのことをとそのことをとそのことをとそのことを傍傍傍傍観観観観するするするする日日日日本政府本政府本政府本政府にににに対対対対するするするする県県県県のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 横横横横浜浜浜浜地地地地裁裁裁裁はははは厚木厚木厚木厚木基地基地基地基地周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民7000700070007000名名名名余余余余りがりがりがりが訴訴訴訴えていたえていたえていたえていた第第第第四四四四次次次次厚木厚木厚木厚木基地基地基地基地爆爆爆爆音音音音訴訟訴訟訴訟訴訟でででで、、、、自自自自
衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機のののの夜夜夜夜間間間間・・・・早早早早朝朝朝朝のののの飛行飛行飛行飛行差差差差しとめをしとめをしとめをしとめを命命命命じじじじるるるる全国全国全国全国でででで初初初初めてのめてのめてのめての判判判判決決決決をををを言言言言いいいい渡渡渡渡したしたしたした、、、、爆爆爆爆音音音音被被被被
害害害害でででで苦苦苦苦しむしむしむしむ周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民のののの請求請求請求請求がががが認認認認められめられめられめられ一一一一定定定定のののの評価評価評価評価をできるものであるをできるものであるをできるものであるをできるものである、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける自自自自
衛衛衛衛隊隊隊隊訓練訓練訓練訓練のののの騒音騒音騒音騒音実実実実態及態及態及態及びびびび共共共共同同同同訓練訓練訓練訓練時時時時のののの騒音騒音騒音騒音規規規規制制制制はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機ややややオスプオスプオスプオスプレレレレイイイイ等等等等からのからのからのからの部部部部品品品品・・・・装装装装備品備品備品備品のののの落下落下落下落下事事事事故故故故がががが頻頻頻頻発発発発しておりしておりしておりしており極極極極めてめてめてめて異異異異常常常常なななな事事事事態態態態
であるであるであるである、、、、住住住住宅宅宅宅上空上空上空上空のののの飛行禁止飛行禁止飛行禁止飛行禁止をををを求求求求めるなどめるなどめるなどめるなど怒怒怒怒りはりはりはりは頂頂頂頂点点点点にににに達達達達しているしているしているしている、、、、米軍米軍米軍米軍はははは周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民へへへへ
のののの安全対安全対安全対安全対策策策策にににに対対対対するするするする配慮配慮配慮配慮がががが全全全全くくくく見見見見られないられないられないられない、、、、このようなこのようなこのようなこのような米軍米軍米軍米軍のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように捉捉捉捉ええええ
ているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 高高高高江江江江ヘヘヘヘリリリリパパパパッッッットトトト建建建建設設設設でででで今後今後今後今後予定予定予定予定されているされているされているされている箇箇箇箇所所所所ははははノノノノググググチチチチゲゲゲゲララララのののの営営営営巣巣巣巣ややややヤヤヤヤンンンンババババルクイルクイルクイルクイナナナナなどなどなどなど
のののの観観観観測測測測状況状況状況状況がががが確確確確認認認認されておりされておりされておりされており貴貴貴貴重重重重なななな動物動物動物動物のののの聖聖聖聖域域域域でありでありでありであり厳厳厳厳重重重重にににに保保保保全全全全すすすすべべべべきききき場場場場所所所所であるであるであるである、、、、県県県県
ももももオスプオスプオスプオスプレレレレイイイイのののの運用運用運用運用にににに係係係係るるるる再再再再アアアアセセセセススススをををを要求要求要求要求しているがしているがしているがしているが沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが応応応応じじじじるるるる姿勢姿勢姿勢姿勢はははは見見見見せてなせてなせてなせてな
いいいい、、、、県県県県としてとしてとしてとして中中中中止止止止をををを求求求求めるめるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 去去去去るるるる４４４４月月月月22229999日日日日、、、、33330000日及日及日及日及びびびび５５５５月月月月11116666日日日日ににににトトトトリリリリイイイイ通通通通信信信信施設内施設内施設内施設内にににに離着陸離着陸離着陸離着陸をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行わわわわれたれたれたれたＭＭＭＭⅤⅤⅤⅤ22222222
オスプオスプオスプオスプレレレレイイイイはははは、、、、兵士十兵士十兵士十兵士十数人数人数人数人がががが乗乗乗乗りりりり降降降降りしているのがりしているのがりしているのがりしているのが確確確確認認認認できたできたできたできた、、、、同同同同日日日日伊江伊江伊江伊江島島島島ででででパパパパララララシュシュシュシューーーートトトト
降降降降下訓練下訓練下訓練下訓練がががが行行行行わわわわれれれれ、、、、訓練訓練訓練訓練兵士兵士兵士兵士のののの輸送輸送輸送輸送訓練訓練訓練訓練であることはであることはであることはであることは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。環環環環境境境境レレレレビビビビュュュューではーではーではーではトトトト
リリリリイイイイ通通通通信信信信施設施設施設施設のののの使用使用使用使用はははは「「「「ＶＶＶＶＩＰＩＰＩＰＩＰ輸送輸送輸送輸送やややや医療医療医療医療避難避難避難避難等等等等、、、、緊急緊急緊急緊急またはまたはまたはまたは特別特別特別特別なななな目的目的目的目的のためにのためにのためにのために不不不不定期定期定期定期
にににに使用使用使用使用されるされるされるされる」」」」管理管理管理管理着陸着陸着陸着陸帯帯帯帯とされとされとされとされ、、、、訓練訓練訓練訓練目的目的目的目的のののの戦戦戦戦術着陸術着陸術着陸術着陸帯帯帯帯ではないはではないはではないはではないはずずずずであるであるであるである。。。。昨昨昨昨年年年年５５５５月月月月
のののの同様同様同様同様のののの訓練訓練訓練訓練強強強強行行行行にににに村村村村民民民民抗抗抗抗議大会議大会議大会議大会でででで訓練中訓練中訓練中訓練中止止止止をををを求求求求めたにもかかめたにもかかめたにもかかめたにもかかわわわわららららずずずず訓練訓練訓練訓練がががが行行行行わわわわれたれたれたれた
のはのはのはのは、、、、環環環環境境境境レレレレビビビビュュュューのーのーのーの形形形形骸骸骸骸化化化化でありでありでありであり、、、、訓練訓練訓練訓練のののの常常常常態化態化態化態化をもくをもくをもくをもくろろろろむむむむ姿勢姿勢姿勢姿勢そのものでありそのものでありそのものでありそのものであり断断断断じじじじてててて許許許許
されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) オスプオスプオスプオスプレレレレイイイイ配配配配備後備後備後備後ののののオスプオスプオスプオスプレレレレイイイイのもたらすのもたらすのもたらすのもたらす低低低低周周周周波波波波やややや騒音騒音騒音騒音、、、、振動振動振動振動などでなどでなどでなどで健康被健康被健康被健康被害害害害のののの訴訴訴訴えがあえがあえがあえがあ
るるるる。。。。2222000011110000年普天間基地年普天間基地年普天間基地年普天間基地爆爆爆爆音音音音訴訟訴訟訴訟訴訟でででで低低低低周周周周波波波波のののの被被被被害害害害認定認定認定認定をををを認認認認めためためためた判判判判決決決決がががが下下下下されたされたされたされた。。。。国国国国はははは健健健健
康被康被康被康被害害害害のののの実実実実態態態態調査調査調査調査とととと対対対対策策策策をとるをとるをとるをとるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。一一一一方方方方でででで県民県民県民県民のののの生活生活生活生活にににに係係係係るるるる問題問題問題問題でありでありでありであり県県県県もももも主体主体主体主体
的的的的にににに調査調査調査調査しししし健康被健康被健康被健康被害害害害のののの把握把握把握把握にににに努努努努めるめるめるめるべべべべきであるときであるときであるときであると思思思思うがうがうがうが県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((7777)))) オスプオスプオスプオスプレレレレイイイイ12121212機機機機のののの県県県県外外外外配配配配備備備備をををを求求求求めているがなめているがなめているがなめているがなぜぜぜぜ12121212機機機機なのかなのかなのかなのか。。。。県民要求県民要求県民要求県民要求はははは配配配配備備備備のののの撤回撤回撤回撤回であであであであ
るるるる。。。。オスプオスプオスプオスプレレレレイイイイ全全全全機機機機のののの配配配配備撤回備撤回備撤回備撤回をををを要請要請要請要請するするするする考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局ががががキャキャキャキャンンンンプ・プ・プ・プ・シュワシュワシュワシュワブブブブのののの水域制限水域制限水域制限水域制限のののの立入制限立入制限立入制限立入制限をををを、、、、現行現行現行現行のののの沿沿沿沿岸岸岸岸50505050メメメメーーーートトトトルルルルからからからから
2222000000000000メメメメーーーートトトトルルルルまでまでまでまで拡大拡大拡大拡大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。。。。そのそのそのその根根根根拠拠拠拠はははは何何何何かかかか。。。。

((((9999)))) 県県県県はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで射爆射爆射爆射爆撃場撃場撃場撃場やややや訓練訓練訓練訓練水域水域水域水域のののの返還返還返還返還をををを求求求求めるめるめるめる等等等等、、、、基地基地基地基地のののの整整整整理理理理縮縮縮縮小小小小のののの姿勢姿勢姿勢姿勢であったであったであったであった
ははははずずずずであるであるであるである。。。。制限水域拡大制限水域拡大制限水域拡大制限水域拡大はははは基地基地基地基地のののの拡大拡大拡大拡大そのものであるそのものであるそのものであるそのものである。。。。基地基地基地基地のののの拡大拡大拡大拡大にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの姿姿姿姿
勢勢勢勢はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 観光産観光産観光産観光産業業業業とととと県民県民県民県民所所所所得得得得全国全国全国全国中中中中位位位位のののの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)))) 年年年年収収収収222200000000万万万万円円円円以以以以下下下下、、、、111150505050万万万万円円円円以以以以下下下下、、、、111100000000万万万万円円円円以以以以下下下下のののの有有有有業者業者業者業者はははは本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて増加増加増加増加のののの一一一一途途途途にににに
あるあるあるある。。。。総総総総務務務務省省省省調査調査調査調査のののの結結結結果果果果についてについてについてについて推推推推移移移移をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。



11

((((2222)))) とりとりとりとりわわわわけけけけ観光産観光産観光産観光産業業業業をををを支支支支えるえるえるえる飲食飲食飲食飲食・・・・宿宿宿宿泊泊泊泊業業業業はははは「「「「50505050万万万万円円円円からからからから99999999万万万万円円円円」」」」のののの所所所所得得得得階階階階層層層層にににに従従従従業者業者業者業者がががが集集集集
中中中中しているしているしているしている。。。。

ｱｱｱｱ 平平平平成成成成９９９９年年年年からからからから平平平平成成成成22224444年年年年のののの11115555年間年間年間年間でででで観光客観光客観光客観光客はははは何何何何万人万人万人万人ふふふふえたかえたかえたかえたか。。。。

ｲｲｲｲ 平平平平成成成成９９９９年年年年とととと平平平平成成成成22224444年年年年のののの県民県民県民県民所所所所得得得得のののの比比比比較較較較をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

ｳｳｳｳ 平平平平成成成成９９９９年年年年とととと平平平平成成成成22224444年年年年のののの非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの割割割割合合合合、、、、県内県内県内県内とととと全国全国全国全国とのとのとのとの比比比比較較較較をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

ｴｴｴｴ 若若若若年年年年についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。所所所所得得得得水水水水準準準準、、、、非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの割割割割合合合合についてについてについてについて特特特特徴徴徴徴をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

ｵｵｵｵ 観光客観光客観光客観光客のののの伸伸伸伸びびびびとととと県民県民県民県民所所所所得得得得がががが連連連連動動動動しないのはなしないのはなしないのはなしないのはなぜぜぜぜかかかか。。。。産産産産業政業政業政業政策策策策としてとしてとしてとして労働形労働形労働形労働形態態態態やややや所所所所得得得得へへへへ
のののの影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう分分分分析析析析しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約はははは「「「「県民県民県民県民所所所所得得得得全国全国全国全国中中中中位位位位」」」」であるであるであるである。。。。公約公約公約公約にににに照照照照らしらしらしらし、、、、県民県民県民県民所所所所得得得得にににに関関関関するするするする現状認現状認現状認現状認識識識識をををを
示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。ああああわわわわせてせてせてせて任期任期任期任期中中中中にににに達成達成達成達成するするするする所所所所得得得得目目目目標標標標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いらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

3333 農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 亜亜亜亜熱熱熱熱帯気帯気帯気帯気候候候候のののの地地地地理理理理的的的的優優優優位位位位性性性性をををを生生生生かしたかしたかしたかした競競競競争争争争力力力力のあるのあるのあるのある産産産産地地地地のののの形形形形成成成成をををを確確確確立立立立することによりすることによりすることによりすることにより消消消消
費費費費者者者者にににに信信信信頼頼頼頼されされされされ、、、、生生生生産産産産者者者者のののの生生生生産産産産意意意意欲欲欲欲のののの向上向上向上向上につながるにつながるにつながるにつながる。。。。農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの安定的安定的安定的安定的なななな振興振興振興振興をををを
どのようにどのようにどのようにどのように描描描描いているかいているかいているかいているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 農家所農家所農家所農家所得得得得のののの向上向上向上向上・・・・地域地域地域地域活性化活性化活性化活性化にににに結結結結びびびびつけるつけるつけるつける農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの６６６６次次次次産産産産業業業業化化化化へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況、、、、
課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県外外外外市市市市場場場場のののの高高高高評価評価評価評価をををを得得得得るるるる園園園園芸芸芸芸作作作作物物物物のののの責責責責任任任任生生生生産産産産地地地地としてのとしてのとしてのとしての安定安定安定安定生生生生産産産産・・・・供給供給供給供給のののの確確確確立立立立、、、、信信信信頼頼頼頼ささささ
れるれるれるれる産産産産地地地地形形形形成成成成はははは重重重重要要要要ですですですです、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 畜畜畜畜産産産産におけるにおけるにおけるにおける他府県他府県他府県他府県ののののブラブラブラブランンンンドドドド力力力力にににに対対対対抗抗抗抗できるできるできるできる本県本県本県本県独独独独自自自自ののののブラブラブラブランンンンドドドドのののの確確確確立立立立をををを必必必必要要要要としていとしていとしていとしてい
るがそのるがそのるがそのるがその取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 日日日日台台台台漁業漁業漁業漁業協協協協定定定定締締締締結後結後結後結後のののの漁業操業漁業操業漁業操業漁業操業のののの実実実実績績績績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。。。。

((((6666)))) 県内県内県内県内ママママググググロロロロはえはえはえはえ縄漁縄漁縄漁縄漁船船船船のはえのはえのはえのはえ縄縄縄縄がががが本島本島本島本島近近近近海海海海でででで相相相相次次次次いでいでいでいで切断切断切断切断されるされるされるされる事事事事件件件件がががが発生発生発生発生しししし、、、、米海軍米海軍米海軍米海軍
のののの音響音響音響音響測測測測定定定定船船船船イイイインンンンぺぺぺぺッッッッカカカカブルブルブルブルのののの関与関与関与関与がががが疑疑疑疑わわわわれているれているれているれている問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、誰誰誰誰がががが加害加害加害加害者者者者をををを特特特特定定定定すすすす
るかるかるかるか、、、、県県県県のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 環環環環境行政境行政境行政境行政にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約においてにおいてにおいてにおいて環環環環境境境境保保保保全全全全とととと経経経経済済済済発展発展発展発展がががが両両両両立立立立するするするする「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄版版版版グリーングリーングリーングリーンニュニュニュニューーーーデデデディィィィーーーールルルル政政政政策策策策
をををを策策策策定定定定しますしますしますします」」」」としたがどのようになったかとしたがどのようになったかとしたがどのようになったかとしたがどのようになったか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 希少動希少動希少動希少動植植植植物物物物のののの生生生生息息息息・・・・生育環生育環生育環生育環境境境境のののの保保保保存存存存・・・・確保確保確保確保にににに取取取取りりりり組組組組むとしているがむとしているがむとしているがむとしているが、、、、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ててて
やややや高高高高江江江江ののののヘヘヘヘリリリリパパパパッッッッドドドド建建建建設設設設はそのはそのはそのはその趣趣趣趣旨旨旨旨にににに逆逆逆逆行行行行しているとしているとしているとしていると思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((3333)))) 民間民間民間民間におけるにおけるにおけるにおける産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物最物最物最物最終終終終処分場処分場処分場処分場のののの適適適適正正正正処処処処理理理理のののの問題問題問題問題がががが上上上上げげげげられられられられ指指指指導導導導・・・・監監監監視視視視体体体体制制制制がががが問問問問
わわわわれているれているれているれている、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民とのとのとのとの信信信信頼頼頼頼構築構築構築構築をををを得得得得るためにもるためにもるためにもるためにも監監監監視視視視体体体体制制制制強強強強化化化化がががが求求求求められようめられようめられようめられよう。。。。そのそのそのその取取取取
りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 ＤＶＤＶＤＶＤＶ、、、、スススストトトトーーーーカカカカーーーー被被被被害害害害についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの被被被被害害害害実実実実態態態態、、、、特特特特徴徴徴徴をををを伺伺伺伺うううう。。。。県県県県警警警警のののの体体体体制制制制についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 加害加害加害加害者者者者へのへのへのへの対対対対策策策策はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。


