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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))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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 28282828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)))) 「「「「県民県民県民県民のののの心心心心をををを一一一一つにつにつにつに」」」」のキャッチフレーズでのキャッチフレーズでのキャッチフレーズでのキャッチフレーズで当選当選当選当選をををを果果果果たしたしたしたし、、、、任期満了任期満了任期満了任期満了まであとまであとまであとまであと数数数数カカカカ月月月月のののの知事知事知事知事
ですがですがですがですが、、、、目標目標目標目標どおりどおりどおりどおり県民県民県民県民のののの心心心心はははは一一一一つになりましたかつになりましたかつになりましたかつになりましたか。。。。

((((2222)))) 知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事によるによるによるによる辺野古沿岸埋立承認辺野古沿岸埋立承認辺野古沿岸埋立承認辺野古沿岸埋立承認はははは明明明明らかならかならかならかな選挙公約違反選挙公約違反選挙公約違反選挙公約違反ですですですです。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 基地負担基地負担基地負担基地負担とととと沖縄沖縄沖縄沖縄にににに対対対対するさまざまなするさまざまなするさまざまなするさまざまな振興策振興策振興策振興策はリンクするかをはリンクするかをはリンクするかをはリンクするかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 解釈改憲解釈改憲解釈改憲解釈改憲によるによるによるによる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はははは、、、、本県本県本県本県にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響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。。。。

((((6666)))) 集団安全保障集団安全保障集団安全保障集団安全保障によるによるによるによる武力行使武力行使武力行使武力行使がががが容認容認容認容認になったになったになったになった場合場合場合場合のののの本県本県本県本県へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ全機配備撤回全機配備撤回全機配備撤回全機配備撤回のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ部品落下部品落下部品落下部品落下にににに対対対対するするするする知事対応知事対応知事対応知事対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 県県県県がががが求求求求めるめるめるめる日米地位協定改定日米地位協定改定日米地位協定改定日米地位協定改定のののの内容内容内容内容とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ9001900190019001をををを取得取得取得取得するするするする考考考考えはないかをえはないかをえはないかをえはないかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))沖縄県全体沖縄県全体沖縄県全体沖縄県全体をををを世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産にににに登録登録登録登録するするするする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((12121212))))ことしのことしのことしのことしの全戦没者追悼式全戦没者追悼式全戦没者追悼式全戦没者追悼式のののの平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言にににに対対対対してしてしてして新聞紙上新聞紙上新聞紙上新聞紙上でででで厳厳厳厳しいしいしいしい指摘指摘指摘指摘がされているががされているががされているががされているが見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((13131313))))西普天間住宅地区跡地西普天間住宅地区跡地西普天間住宅地区跡地西普天間住宅地区跡地のののの利活用利活用利活用利活用をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 副知事訪米副知事訪米副知事訪米副知事訪米のののの目的目的目的目的とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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米国政府米国政府米国政府米国政府のののの確約確約確約確約をををを得得得得たかをたかをたかをたかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 運用停止運用停止運用停止運用停止のののの定義定義定義定義をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 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とはとはとはとは、、、、いつをいつをいつをいつを起点起点起点起点にににに５５５５年年年年なのかをなのかをなのかをなのかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設でででで日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府がががが合意合意合意合意したしたしたした制限水域制限水域制限水域制限水域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県県県県のののの対対対対
応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 子子子子どもどもどもども生活福祉行政生活福祉行政生活福祉行政生活福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 女性女性女性女性のののの育育育育児環境児環境児環境児環境のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 認認認認可外可外可外可外保育保育保育保育施施施施設設設設のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 認認認認可可可可保育保育保育保育所所所所のののの待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 学童学童学童学童保育保育保育保育のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 認知認知認知認知症症症症のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 若若若若年年年年性性性性認知認知認知認知症症症症のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 認知認知認知認知症不症不症不症不明者明者明者明者のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((5555)))) 発達発達発達発達障障障障害害害害のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 保保保保健医療健医療健医療健医療行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国保国保国保国保財財財財政政政政のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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けけけたたたた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 特特特特定定定定不妊不妊不妊不妊治治治治療療療療のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ実績実績実績実績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ががががんんんん対策対策対策対策のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県内県内県内県内におにおにおにおけけけけるるるるAEDAEDAEDAEDのののの設設設設置状況置状況置状況置状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 教教教教育行政育行政育行政育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 教教教教育育育育委員委員委員委員会制会制会制会制度度度度をををを見見見見直直直直しししし自治体自治体自治体自治体首首首首長長長長のののの権限権限権限権限をををを強化強化強化強化するするするする改改改改正正正正地地地地方教方教方教方教育行政育行政育行政育行政法法法法がががが成立成立成立成立
したがしたがしたがしたが、、、、懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 竹富竹富竹富竹富地区地区地区地区教科書採択教科書採択教科書採択教科書採択についてについてについてについて今後今後今後今後ののの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。。。。

((((3333)))) 児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの深夜徘徊深夜徘徊深夜徘徊深夜徘徊のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの性同性同性同性同一一一一性性性性障障障障害害害害のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 人材交流人材交流人材交流人材交流のののの観観観観点点点点からからからから県内県内県内県内小中高小中高小中高小中高生生生生のののの修学旅修学旅修学旅修学旅行行行行先先先先をををを台湾台湾台湾台湾やややや香港香港香港香港へへへへ推進推進推進推進してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

6666 土木建築土木建築土木建築土木建築行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの土木工土木工土木工土木工事事事事発注件発注件発注件発注件数数数数とととと発注額発注額発注額発注額のののの推推推推移移移移とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 特特特特AAAAのののの土木業土木業土木業土木業者者者者向向向向けけけけのののの発注件発注件発注件発注件数数数数とととと発注額発注額発注額発注額がががが少少少少ないとないとないとないと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの県県県県発注発注発注発注公公公公共工共工共工共工事事事事のののの執執執執行行行行率率率率をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 入札不調入札不調入札不調入札不調のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 総総総総合合合合評価評価評価評価のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 一部一部一部一部企業企業企業企業にににに県県県県発注工発注工発注工発注工事事事事がががが偏偏偏偏っているっているっているっている課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 今今今今年年年年度度度度上上上上半半半半期期期期のののの発注発注発注発注目標目標目標目標とととと見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 米軍基地内米軍基地内米軍基地内米軍基地内工工工工事事事事（（（（ボボボボンンンンドドドド））））にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 土木建築土木建築土木建築土木建築部部部部職員職員職員職員体制体制体制体制不足不足不足不足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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 農林農林農林農林水産行政水産行政水産行政水産行政についてについてについてについて

((((1111)))) はえはえはえはえ縄縄縄縄被害被害被害被害にににに対対対対するするするする県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 日日日日台漁業台漁業台漁業台漁業取取取取りりりり決決決決めのめのめのめの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加によるによるによるによる県内県内県内県内へのへのへのへの影響影響影響影響とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ６６６６次次次次産産産産業化業化業化業化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツ行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 観光客観光客観光客観光客１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの消費額消費額消費額消費額のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 外外外外国国国国人観光客受人観光客受人観光客受人観光客受けけけけ入入入入れのれのれのれの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 商工商工商工商工・・・・労働労働労働労働行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) アアアアススススベベベベスススストトトト被害救済被害救済被害救済被害救済へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 駐留駐留駐留駐留軍軍軍軍離職離職離職離職対策対策対策対策セセセセンンンンタタタターーーー支援支援支援支援へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ブラブラブラブラックックックック企業企業企業企業のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ニニニニーーーートトトトのののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛移移移移出量出量出量出量のののの課課課課題題題題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伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 県内県内県内県内企業優先発注企業優先発注企業優先発注企業優先発注、、、、下下下下請請請請けけけけ企業優先発注企業優先発注企業優先発注企業優先発注とととと県産品県産品県産品県産品優先優先優先優先活用活用活用活用のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 公安行政公安行政公安行政公安行政についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県におにおにおにおけけけけるるるる脱法脱法脱法脱法ドラドラドラドラッッッッググググをををを含含含含むむむむ薬物薬物薬物薬物のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 強強強強制制制制わわわわいいいいせせせせつつつつ認知認知認知認知件件件件数数数数のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 防犯防犯防犯防犯協会協会協会協会職員着服職員着服職員着服職員着服問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、県県県県警警警警本部長本部長本部長本部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。。。。
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((((4444)))) 路路路路上上上上寝寝寝寝のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 児童児童児童児童ポルノポルノポルノポルノ犯罪犯罪犯罪犯罪のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11111111交交交交通政策通政策通政策通政策についてについてについてについて

((((1111)))) 交交交交通体通体通体通体系整系整系整系整備備備備推進推進推進推進事事事事業業業業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

12121212 県内県内県内県内空港空港空港空港のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

13131313港湾港湾港湾港湾政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内港湾港湾港湾港湾そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの役割役割役割役割分担分担分担分担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)))) 大大大大型型型型ククククルルルルーズーズーズーズ船受船受船受船受けけけけ入入入入れのためのれのためのれのためのれのためのババババースースースース増増増増設設設設のののの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うううう。。。。

14141414 本県本県本県本県財財財財政政政政のののの見通見通見通見通しとしとしとしと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 基地負担基地負担基地負担基地負担軽減軽減軽減軽減のためのためのためのため要要要要請請請請したしたしたした４４４４項項項項目目目目（（（（①①①①普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの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　　　　②②②②キャンキャンキャンキャン
プキンプキンプキンプキンザザザザーのーのーのーの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　　　　③③③③オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの半半半半分分分分をををを県県県県外外外外移移移移転転転転　　　　④④④④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環境環境環境環境
条項条項条項条項のののの改定改定改定改定））））のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 辺野古移設承認辺野古移設承認辺野古移設承認辺野古移設承認によりによりによりにより、、、、移設移設移設移設作業作業作業作業がががが具具具具体的体的体的体的にににに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、、、、一一一一方方方方でででで、、、、知事公約知事公約知事公約知事公約のののの普普普普
天間飛行場天間飛行場天間飛行場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へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((3333)))) 在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ののののグアムグアムグアムグアム移移移移転計画転計画転計画転計画がががが二転三転二転三転二転三転二転三転しているしているしているしている。。。。移移移移転人転人転人転人数数数数についてについてについてについて06060606年合意年合意年合意年合意はははは「「「「隊員隊員隊員隊員
8600860086008600人人人人、、、、家族家族家族家族9000900090009000人人人人」」」」だだだだったったったった。。。。そそそそれがれがれがれが12121212年年年年のののの合意見合意見合意見合意見直直直直しでしでしでしで「「「「隊員隊員隊員隊員5000500050005000人人人人、、、、家族家族家族家族1300130013001300人人人人」」」」にににに
減少減少減少減少したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、移移移移転転転転にににに要要要要するするするする期間期間期間期間もももも10101010年年年年にににに示示示示したしたしたした「「「「５５５５年年年年」」」」からからからから去去去去るるるる４４４４月月月月にににに米国米国米国米国防総省防総省防総省防総省のののの発発発発
表表表表ではではではでは「「「「12121212年年年年」」」」になっているになっているになっているになっている。。。。このこのこのこの数数数数字字字字のののの変化変化変化変化やややや移移移移転転転転のののの遅延遅延遅延遅延についてについてについてについて、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応してしてしてして
いるかいるかいるかいるか。。。。

2222 福祉政策福祉政策福祉政策福祉政策についてについてについてについて

((((1111)))) 国保国保国保国保のののの県移県移県移県移管管管管についてについてについてについて
　国民　国民　国民　国民健康健康健康健康保保保保険険険険がががが2017201720172017年年年年度度度度をををを目目目目途途途途にににに、、、、市町村市町村市町村市町村からからからから県県県県にににに移移移移管管管管されるというされるというされるというされるという制制制制度度度度改改改改革革革革がががが進進進進めめめめ
られようとしているられようとしているられようとしているられようとしている。。。。そそそそのことについてのことについてのことについてのことについて県県県県としてとしてとしてとして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。またまたまたまた、、、、保保保保険料険料険料険料はどはどはどはど
うううう変化変化変化変化していしていしていしていくくくくのかのかのかのか。。。。市町村市町村市町村市町村間間間間のののの保保保保険料格差険料格差険料格差険料格差はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。県県県県としてとしてとしてとして、、、、医療需医療需医療需医療需要見要見要見要見込込込込みにみにみにみに
対応対応対応対応したしたしたしたササササーーーービビビビスススス提供提供提供提供計画計画計画計画のののの検討検討検討検討はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策法法法法」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県としてとしてとしてとして、、、、県内県内県内県内におにおにおにおけけけけるるるる子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困のののの実態実態実態実態把握把握把握把握はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 貧困家貧困家貧困家貧困家庭庭庭庭のののの支援支援支援支援のありのありのありのあり方方方方としてとしてとしてとして、、、、教教教教育育育育支援支援支援支援、、、、生活生活生活生活支援支援支援支援、、、、保保保保護護護護者者者者へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援、、、、経経経経済済済済的的的的支支支支
援援援援などがなどがなどがなどが検討検討検討検討されているがされているがされているがされているが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 児童児童児童児童養護養護養護養護施施施施設設設設出出出出身身身身者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援策策策策についてについてについてについて、、、、施施施施設設設設をををを退退退退所所所所したしたしたした後後後後、、、、進学進学進学進学・・・・就就就就職職職職のののの際際際際のののの資金資金資金資金
やややや住住住住環境環境環境環境、、、、保保保保証証証証人人人人などさまざまななどさまざまななどさまざまななどさまざまな課課課課題題題題があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして対応策対応策対応策対応策をををを検討検討検討検討すすすすべきべきべきべきではないではないではないではない
かかかか。。。。

((((3333)))) 一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金をををを児童児童児童児童館館館館やややや母母母母子子子子寮寮寮寮などなどなどなど福祉福祉福祉福祉施施施施設設設設へのへのへのへの柔軟柔軟柔軟柔軟運用運用運用運用についてについてについてについて、、、、本年本年本年本年３３３３月月月月のののの沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・
北北北北方特方特方特方特別別別別委員委員委員委員会会会会でででで次次次次世世世世代代代代育成育成育成育成支援支援支援支援のためにのためにのためにのために柔軟柔軟柔軟柔軟運用運用運用運用ででででききききるようにとのるようにとのるようにとのるようにとの趣趣趣趣旨旨旨旨のののの附帯附帯附帯附帯決決決決議議議議
がなされたとがなされたとがなされたとがなされたと聞聞聞聞いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、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はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 情緒情緒情緒情緒障障障障害児害児害児害児短短短短期治期治期治期治療施療施療施療施設設設設のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで対対対対象象象象児童児童児童児童のののの実態調実態調実態調実態調査査査査をををを実施実施実施実施したことがあるかしたことがあるかしたことがあるかしたことがあるか。。。。

ｲｲｲｲ 施施施施設設設設設設設設置置置置のののの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、、、、どうどうどうどう認認認認識識識識しているかしているかしているかしているか。。。。

ｳｳｳｳ 議議議議会質問会質問会質問会質問などでのなどでのなどでのなどでの問題問題問題問題提提提提起起起起からからからから約約約約10101010年年年年、、、、今今今今日日日日までまでまでまで設設設設置置置置ででででききききなかったなかったなかったなかった理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

ｴｴｴｴ 待待待待ったなしのったなしのったなしのったなしの状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、今後今後今後今後、、、、開開開開設設設設までのスまでのスまでのスまでのスケジュケジュケジュケジューーーールルルルはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童ゼロゼロゼロゼロにににに向向向向けけけけてててて

ｱｱｱｱ 昨昨昨昨年年年年度度度度30303030億円億円億円億円基基基基金金金金をををを創創創創設設設設したしたしたした。。。。今今今今年年年年度度度度のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと改改改改善善善善目標目標目標目標はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、またまたまたまた、、、、認認認認可外可外可外可外保保保保
育育育育園園園園へのへのへのへの給食給食給食給食費費費費助助助助成成成成のののの拡拡拡拡充充充充計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ ５５５５歳歳歳歳児児児児問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの保育時間保育時間保育時間保育時間はははは基本的基本的基本的基本的にににに４４４４時間時間時間時間、、、、延延延延長保育長保育長保育長保育のののの場合場合場合場合、、、、保育保育保育保育料料料料
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はははは保保保保護護護護者負担者負担者負担者負担となるとなるとなるとなる。。。。またまたまたまた、、、、幼稚園退園幼稚園退園幼稚園退園幼稚園退園後後後後、、、、学童学童学童学童保育保育保育保育にににに預預預預けけけけたたたた場合場合場合場合もももも保保保保護護護護者負担者負担者負担者負担となとなとなとな
るるるる。。。。そそそそのののの保育保育保育保育料料料料がががが負担負担負担負担ででででききききないないないない世世世世帯帯帯帯のののの子子子子供供供供はははは行行行行きききき場場場場がながながながなくくくくなってしまうなってしまうなってしまうなってしまう。。。。このこのこのこの５５５５歳歳歳歳児児児児問題問題問題問題
のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 本年本年本年本年３３３３月月月月、、、、県県県県外外外外ででででベベベベビビビビーーーーシシシシッッッッタタタターにーにーにーに預預預預けけけけたたたた幼幼幼幼児児児児がががが死亡死亡死亡死亡するというするというするというするという事事事事件件件件があったがあったがあったがあった。。。。保育保育保育保育環環環環
境境境境のののの問題問題問題問題やややや経経経経済済済済的問題的問題的問題的問題などのなどのなどのなどの理由理由理由理由によりによりによりにより起起起起こったこったこったこった事事事事件件件件であったであったであったであった。。。。ひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯やややや共働共働共働共働きききき
世世世世帯帯帯帯のののの多多多多いいいい本県本県本県本県でもでもでもでも懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる問題問題問題問題であるであるであるである。。。。県内県内県内県内でのでのでのでのベベベベビビビビーーーーシシシシッッッッタタタターのーのーのーの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((6666)))) 放放放放課後児童課後児童課後児童課後児童ククククラブラブラブラブのののの運運運運営営営営についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 公的公的公的公的施施施施設設設設へのへのへのへの移行移行移行移行についてについてについてについて、、、、実績実績実績実績とととと市町村教市町村教市町村教市町村教育育育育委員委員委員委員会会会会とのとのとのとの調整状況調整状況調整状況調整状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県外外外外のののの放放放放課後児童課後児童課後児童課後児童ククククラブラブラブラブにににに比比比比べべべべてててて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、県民県民県民県民所所所所得得得得はははは低低低低くくくく保育保育保育保育料料料料はははは高高高高いといういといういといういという実態実態実態実態がががが
あるあるあるある。。。。問題問題問題問題のののの改改改改善善善善をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 待待待待機機機機児童児童児童児童のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてどうかについてどうかについてどうかについてどうか。。。。

ｴｴｴｴ 放放放放課後児童課後児童課後児童課後児童ククククラブラブラブラブへのへのへのへの障障障障害児害児害児害児のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ態態態態勢勢勢勢についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか。。。。

((((7777)))) 難聴難聴難聴難聴児童児童児童児童のののの補聴器助補聴器助補聴器助補聴器助成成成成についてについてについてについて
　　　　最近最近最近最近、、、、他他他他府県府県府県府県でででで児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法をををを適適適適用用用用したしたしたした軽軽軽軽・・・・中中中中等等等等度度度度のののの難聴難聴難聴難聴児児児児へのへのへのへの助助助助成制成制成制成制度度度度ががががふふふふえてえてえてえてきききき
たたたた。。。。そそそそこでこでこでこで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 他他他他のののの都都都都道道道道府県府県府県府県でででで児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法をををを適適適適用用用用したしたしたした助助助助成成成成をををを実施実施実施実施しているとこしているとこしているとこしているところろろろはははは何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか。。。。

ｲｲｲｲ 補聴器補聴器補聴器補聴器がががが必必必必要要要要とされるとされるとされるとされる聴聴聴聴力力力力30303030デシデシデシデシベルベルベルベル以上以上以上以上70707070デシデシデシデシベルベルベルベル未未未未満満満満のののの軽度軽度軽度軽度・・・・中中中中等等等等度度度度のののの難聴難聴難聴難聴児童児童児童児童
のののの補聴器補聴器補聴器補聴器へのへのへのへの助助助助成制成制成制成制度度度度をををを検討検討検討検討すすすすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか。。。。

ｳｳｳｳ 県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいて、、、、小中高小中高小中高小中高生生生生のののの軽軽軽軽・・・・中中中中等等等等度度度度のののの難聴難聴難聴難聴児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((8888)))) 地域地域地域地域包括包括包括包括ケケケケアアアアシシシシスススステテテテムムムムについてについてについてについて、、、、県県県県のののの役割役割役割役割、、、、計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((9999)))) 長長長長寿寿寿寿県県県県復復復復活活活活へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

ｱｱｱｱ 都都都都道道道道府県府県府県府県別別別別平平平平均均均均寿寿寿寿命命命命のののの全国順位全国順位全国順位全国順位でででで、、、、女性女性女性女性がががが３３３３位位位位、、、、男男男男性性性性がががが30303030位位位位にににに落落落落ちちちちたたたた要要要要因因因因はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 長長長長寿寿寿寿県県県県復復復復活活活活へのへのへのへの具具具具体的取体的取体的取体的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。。。。

ｳｳｳｳ 県民県民県民県民のののの意意意意識識識識改改改改革革革革、、、、啓啓啓啓発発発発運運運運動動動動をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか。。。。

((((10101010))))脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減少症減少症減少症減少症についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減少症減少症減少症減少症患患患患者者者者支援支援支援支援のののの会会会会からのからのからのからの要要要要請請請請事事事事項項項項（（（（治治治治療可療可療可療可能能能能なななな医療施医療施医療施医療施設設設設のののの増増増増設設設設、、、、専門専門専門専門医医医医
によるによるによるによる研研研研修修修修会会会会のののの実施実施実施実施、、、、学学学学校校校校・・・・家家家家庭庭庭庭・・・・地域地域地域地域にににに対対対対するするするする啓啓啓啓発発発発活活活活動動動動、、、、患患患患者者者者家族家族家族家族へのへのへのへの支援支援支援支援体制体制体制体制のののの
確立確立確立確立））））にどうにどうにどうにどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。

ｲｲｲｲ 西西西西原原原原町町町町のののの小学小学小学小学校校校校内内内内でのでのでのでの事事事事故故故故によりによりによりにより発症発症発症発症したしたしたした当当当当該該該該児童児童児童児童へのへのへのへの補償補償補償補償についてについてについてについて、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどはどはどはど
うかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 西西西西原原原原町町町町でのでのでのでの事事事事故故故故をどのようにをどのようにをどのようにをどのように生生生生かしていかしていかしていかしていくくくくかかかか。。。。

((((11111111))))ニニニニーーーートトトト、、、、ひきひきひきひきこもりこもりこもりこもり、、、、不不不不登登登登校校校校問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どもどもどもども若若若若者者者者総総総総合合合合相談相談相談相談セセセセンンンンタタタターーーー」」」」のののの設設設設置置置置についてについてについてについて、、、、設設設設置置置置場場場場所所所所、、、、業業業業務務務務内容内容内容内容についてについてについてについて
御説御説御説御説明明明明くだくだくだくださいさいさいさい。。。。

((((12121212))))急患輸送急患輸送急患輸送急患輸送ででででドドドドククククタタタターーーーヘヘヘヘリがリがリがリが活活活活躍躍躍躍しているがしているがしているがしているが、、、、先先先先島島島島地域地域地域地域のののの各各各各離離離離島島島島、、、、南北南北南北南北大大大大東島東島東島東島、、、、久久久久米米米米島島島島などなどなどなど
距距距距離離離離のあるのあるのあるのある離離離離島島島島のののの急患輸送急患輸送急患輸送急患輸送のためにはのためにはのためにはのためには、、、、固固固固定定定定翼翼翼翼機機機機のののの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討すすすすべきべきべきべきだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、ままままずずずず
はははは実実実実証証証証実実実実験験験験をををを検討検討検討検討してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

3333 公公公公共交共交共交共交通通通通施施施施策策策策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは先先先先日日日日、、、、全国新全国新全国新全国新幹線幹線幹線幹線鉄道整鉄道整鉄道整鉄道整備備備備法法法法をををを参参参参考考考考にしたにしたにしたにした特特特特例例例例制制制制度度度度創創創創設設設設をををを要要要要請請請請したがしたがしたがしたが、、、、具具具具体的体的体的体的
内容内容内容内容はどういうものかはどういうものかはどういうものかはどういうものか。。。。

((((2222)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて、、、、国国国国、、、、県県県県そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの調調調調査結査結査結査結果果果果のすりのすりのすりのすり合合合合わせわせわせわせ、、、、実施実施実施実施にににに向向向向けけけけてどうてどうてどうてどう生生生生かかかか
すのかすのかすのかすのか。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後のののの鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ススススケジュケジュケジュケジューーーールルルルはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) ババババスススス交交交交通通通通のののの機機機機能能能能強化強化強化強化、、、、利用利用利用利用促促促促進進進進にににに向向向向けけけけたたたた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。。。。

((((5555)))) ババババスススス路路路路線線線線のののの再編再編再編再編成成成成のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

4444 農農農農水産水産水産水産業業業業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)))) 米軍米軍米軍米軍艦艦艦艦船船船船によるによるによるによる疑疑疑疑いがあるいがあるいがあるいがあるママママググググロロロロはえはえはえはえ縄縄縄縄切断切断切断切断についてについてについてについて、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。
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((((2222)))) うるまうるまうるまうるま市市市市にあるにあるにあるにある具具具具志川浄志川浄志川浄志川浄化化化化セセセセンンンンタタタターのーのーのーの下水下水下水下水処理処理処理処理水水水水はははは日日日日量量量量2222万万万万2000200020002000トトトトンありンありンありンあり、、、、農業農業農業農業用水用水用水用水へのへのへのへの
活用活用活用活用がががが期期期期待待待待されているされているされているされている。。。。検討検討検討検討してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

5555 教教教教育行政育行政育行政育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 性同性同性同性同一一一一性性性性障障障障害害害害についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 「「「「性同性同性同性同一一一一性性性性障障障障害害害害」」」」についてについてについてについて、、、、学学学学校校校校現現現現場場場場でのでのでのでの実態実態実態実態はははは把握把握把握把握されているかされているかされているかされているか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「性同性同性同性同一一一一性性性性障障障障害害害害」」」」についてについてについてについて、、、、学学学学校校校校現現現現場場場場のののの対応対応対応対応のののの仕仕仕仕方方方方はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 学学学学校校校校現現現現場場場場でのでのでのでの相談相談相談相談体制体制体制体制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。。。。

ｴｴｴｴ そそそそのことがのことがのことがのことが原因原因原因原因となるいとなるいとなるいとなるいじじじじめなどはないかめなどはないかめなどはないかめなどはないか。。。。

((((2222)))) いいいいじじじじめめめめ問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ いいいいじじじじめめめめ防防防防止止止止法法法法がががが施施施施行行行行されてからされてからされてからされてから１１１１年年年年、、、、県内県内県内県内のののの小中高小中高小中高小中高校校校校におにおにおにおけけけけるいるいるいるいじじじじめのめのめのめの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ いいいいじじじじめめめめ問題問題問題問題へのへのへのへの対応対応対応対応はははは、、、、法施法施法施法施行行行行後後後後どのようにどのようにどのようにどのように変変変変わわわわったかったかったかったか。。。。

ｳｳｳｳ 人人人人権意権意権意権意識識識識をどうをどうをどうをどう育育育育てるかてるかてるかてるか。。。。

6666 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)))) 政府政府政府政府はははは３３３３月月月月28282828日日日日、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄をををを国国国国家家家家戦戦戦戦略略略略特特特特区区区区にににに指定指定指定指定したしたしたした。。。。国国国国際際際際的的的的なななな観光観光観光観光地地地地のののの形形形形成成成成ややややＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＴＴＴＴとのとのとのとの
連携連携連携連携によるによるによるによる研究開研究開研究開研究開発発発発のののの国国国国際拠際拠際拠際拠点点点点化化化化をををを目指目指目指目指すとしているがすとしているがすとしているがすとしているが、、、、具具具具体的体的体的体的にににに特特特特区区区区をどのようにをどのようにをどのようにをどのように生生生生かかかか
していしていしていしていくくくくのかのかのかのか。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事のののの公約公約公約公約でもあるでもあるでもあるでもある観光客観光客観光客観光客1000100010001000万万万万人達人達人達人達成成成成へのへのへのへのロロロローーーードドドドママママップはップはップはップは検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか。。。。

7777 経経経経済済済済振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄国沖縄国沖縄国沖縄国際際際際物流物流物流物流ハハハハブブブブについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国際貨際貨際貨際貨物物物物取取取取扱扱扱扱量量量量のののの推推推推移移移移とととと今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに成長成長成長成長ささささせせせせていていていていくくくくにににに当当当当たってたってたってたって駐駐駐駐機場機場機場機場のののの課課課課題題題題とととと対策対策対策対策はははは
どうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ ロジロジロジロジススススティティティティックックックックセセセセンンンンタタタターのーのーのーの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況及及及及びびびび企業企業企業企業誘致誘致誘致誘致のののの見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

((((2222)))) 「「「「国国国国際際際際物流物流物流物流拠拠拠拠点産点産点産点産業業業業集集集集積積積積地域地域地域地域」」」」についてについてについてについて、、、、現現現現行地域行地域行地域行地域にににに加加加加えてえてえてえて宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾、、、、浦添浦添浦添浦添、、、、那覇那覇那覇那覇、、、、豊豊豊豊見見見見
城城城城、、、、糸糸糸糸満満満満のののの各各各各市市市市全域全域全域全域にににに拡大拡大拡大拡大するとするとするとすると発表発表発表発表されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで取取取取りりりり組組組組んんんんででででききききたたたた沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市、、、、うるうるうるうる
まままま市市市市はははは一部地域一部地域一部地域一部地域のみとなるとのみとなるとのみとなるとのみとなると極極極極めてめてめてめて不不不不公平公平公平公平をををを生生生生みますみますみますみます。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市、、、、うるまうるまうるまうるま市市市市についてもについてもについてもについても市市市市内内内内
全域全域全域全域をををを対対対対象象象象とすとすとすとすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 航航航航空空空空機機機機整整整整備基地備基地備基地備基地整整整整備事備事備事備事業業業業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 用地確保用地確保用地確保用地確保のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 事事事事業業業業開始開始開始開始後後後後のののの経経経経済済済済効効効効果果果果、、、、雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 改改改改正正正正沖振沖振沖振沖振法法法法がががが４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから施施施施行行行行されたされたされたされた。。。。改改改改正正正正によってによってによってによって各種各種各種各種制制制制度度度度からからからから生生生生じじじじるるるる効効効効果果果果としてとしてとしてとして、、、、どのどのどのどの
ようなことがようなことがようなことがようなことが期期期期待待待待されるかされるかされるかされるか。。。。

8888 災災災災害防害防害防害防止対策止対策止対策止対策についてについてについてについて

((((1111)))) 昨昨昨昨年年年年12121212月月月月にににに施施施施行行行行されたされたされたされた国国国国土強土強土強土強靭靭靭靭化化化化基本基本基本基本法法法法にはにはにはには、、、、建築物建築物建築物建築物のののの倒壊倒壊倒壊倒壊対策対策対策対策がうたがうたがうたがうたわわわわれているがれているがれているがれているが、、、、
県内県内県内県内におにおにおにおけけけけるるるる小中高小中高小中高小中高・・・・公立公立公立公立学学学学校校校校施施施施設設設設のののの耐震耐震耐震耐震対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、耐震耐震耐震耐震化率化率化率化率などなどなどなど実態実態実態実態とととと対策対策対策対策はどはどはどはど
うかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、完完完完了了了了までのスまでのスまでのスまでのスケジュケジュケジュケジューーーールルルルはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

9999 防犯防犯防犯防犯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)))) 中中中中城城城城湾港湾港湾港湾港新新新新港港港港地区地区地区地区のののの暴走暴走暴走暴走族族族族対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか。。。。

((((2222)))) 国国国国際際際際物流物流物流物流産産産産業業業業振興地域振興地域振興地域振興地域にににに指定指定指定指定されているされているされているされている同同同同地域地域地域地域はははは、、、、進出企業進出企業進出企業進出企業やややや市市市市民民民民のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のののの面面面面かかかか
らららら、、、、防犯防犯防犯防犯カカカカメメメメララララのののの設設設設置置置置がががが要要要要望望望望されているがされているがされているがされているが、、、、どうかどうかどうかどうか。。。。

((((3333)))) 同同同同地域地域地域地域にににに設設設設置置置置したしたしたした防防防防護柵護柵護柵護柵がががが盗難盗難盗難盗難にあったとのにあったとのにあったとのにあったとの報報報報道道道道があるががあるががあるががあるが、、、、被害実態被害実態被害実態被害実態とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策はどはどはどはど
うかうかうかうか。。。。
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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))))

07070707月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

3333 16161616分分分分 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 安安安安倍倍倍倍政権政権政権政権はははは、、、、憲憲憲憲法法法法解釈解釈解釈解釈によるによるによるによ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のののの容認容認容認容認へとへとへとへと暴走暴走暴走暴走しているしているしているしている。。。。米国米国米国米国のののの戦戦戦戦争争争争でででで日日日日
本本本本のののの若若若若者者者者のののの血血血血をををを流流流流すすすす「「「「海外海外海外海外でででで戦戦戦戦争争争争するするするする国国国国」」」」へのへのへのへの大大大大転転転転換換換換をををを、、、、一内一内一内一内閣閣閣閣のののの判断判断判断判断でででで強強強強行行行行することはすることはすることはすることは立立立立
憲憲憲憲主主主主義義義義をををを否否否否定定定定するするするする憲憲憲憲法法法法破壊破壊破壊破壊のののの暴暴暴暴挙挙挙挙ではないかではないかではないかではないか。。。。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容認行使容認行使容認行使容認にににに断固断固断固断固反対反対反対反対をすをすをすをす
べきべきべきべき、、、、知事知事知事知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。。。。

2222 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建建建建設問題設問題設問題設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認はははは、、、、新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をををを容認容認容認容認しししし県民県民県民県民とのとのとのとの公約公約公約公約をををを破破破破りりりり、、、、公公公公有有有有水水水水面面面面埋立埋立埋立埋立法法法法にもにもにもにも違反違反違反違反
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。。。。陸陸陸陸上部上部上部上部でのでのでのでの工工工工事事事事やボやボやボやボーリンーリンーリンーリンググググ調調調調査査査査などもなどもなどもなども強強強強行行行行しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事はははは辺野古問辺野古問辺野古問辺野古問
題題題題はははは「「「「道道道道筋筋筋筋がついたがついたがついたがついた。。。。どどどどんんんんどどどどんんんん実実実実行行行行してしてしてしてややややっていっていっていっていくくくくとととと思思思思うううう」」」」とととと発発発発言言言言しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県外外外外をををを変変変変えてえてえてえて
いないといないといないといないと詭詭詭詭弁弁弁弁をををを弄弄弄弄してしてしてして辺野古辺野古辺野古辺野古建建建建設設設設をををを推進推進推進推進するするするする立場立場立場立場ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事がががが承認承認承認承認をしたをしたをしたをした直後直後直後直後、、、、１１１１月月月月のののの名名名名護護護護市市市市長選挙長選挙長選挙長選挙でででで新基地反対新基地反対新基地反対新基地反対のののの稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺進市進市進市進市長長長長がががが圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的票票票票差差差差
でででで再再再再選選選選されたがされたがされたがされたが、、、、新基地反対新基地反対新基地反対新基地反対をををを示示示示したしたしたした地地地地元元元元名名名名護護護護市市市市民民民民のののの意意意意思思思思はははは全全全全くくくく無視無視無視無視、、、、じゅじゅじゅじゅうりうりうりうりんんんんされてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。５５５５月月月月のののの地地地地元元元元紙紙紙紙ののののアアアアンンンンケケケケーーーートトトトでででで県民県民県民県民のののの74747474％％％％がががが辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地にににに反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事はははは
オーオーオーオールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄のののの県民意県民意県民意県民意思思思思をををを無視無視無視無視するのかするのかするのかするのか。。。。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すすすべきべきべきべき。。。。

((((3333)))) 戦戦戦戦後後後後69696969年目年目年目年目のののの慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日がめがめがめがめぐぐぐぐりりりり、、、、癒癒癒癒えることのないえることのないえることのないえることのない戦戦戦戦争争争争のののの傷傷傷傷跡跡跡跡、、、、米軍米軍米軍米軍のののの事事事事故故故故、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの多多多多
発発発発、、、、爆音爆音爆音爆音被害被害被害被害のののの激激激激増増増増でででで遺遺遺遺族族族族のののの苦悩苦悩苦悩苦悩はははは深深深深まるまるまるまるばばばばかりであるかりであるかりであるかりである。。。。今今今今回回回回のののの知事知事知事知事のののの平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言でででで、、、、昨昨昨昨
年年年年あったあったあったあった「「「「１１１１日日日日もももも早早早早いいいい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」」」」をををを明言明言明言明言しなかったのはなしなかったのはなしなかったのはなしなかったのはなぜぜぜぜかかかか。。。。

((((4444)))) 埋立埋立埋立埋立申申申申請書請書請書請書はははは、、、、ジュゴジュゴジュゴジュゴンはンはンはンは嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽地地地地先先先先のののの海海海海藻藻藻藻をををを食食食食べべべべているのでているのでているのでているので「「「「工工工工事事事事のののの影響影響影響影響はははは小小小小さいさいさいさい」」」」とととと結結結結
論論論論づづづづけけけけているているているている。。。。民間団体民間団体民間団体民間団体のののの調調調調査査査査でででで、、、、埋立埋立埋立埋立予予予予定地定地定地定地ににににジュゴジュゴジュゴジュゴンのはみンのはみンのはみンのはみ跡跡跡跡がががが30303030本以上本以上本以上本以上発発発発見見見見されされされされ
たがたがたがたが、、、、調調調調査結査結査結査結果果果果をををを問問問問うううう。。。。工工工工事事事事をををを中中中中止止止止しししし、、、、ジュゴジュゴジュゴジュゴンにンにンにンに対対対対するするするするアセアセアセアセスをスをスをスを再再再再度度度度ややややりりりり直直直直すすすすべきべきべきべきではなではなではなではな
いかいかいかいか。。。。

((((5555)))) 日米合日米合日米合日米合同委員同委員同委員同委員会会会会でででで制限水域制限水域制限水域制限水域をををを50505050メメメメーーーートルトルトルトルからからからから２２２２キキキキロメロメロメロメーーーートルトルトルトルにににに拡大拡大拡大拡大することがすることがすることがすることが合意合意合意合意されたされたされたされた。。。。
そそそそのののの狙狙狙狙いはいはいはいは、、、、県民県民県民県民のののの新基地反対運新基地反対運新基地反対運新基地反対運動動動動をををを弾圧弾圧弾圧弾圧しししし排除排除排除排除するものでありするものでありするものでありするものであり表現表現表現表現・・・・言言言言論論論論のののの自自自自由由由由ををををじゅじゅじゅじゅ
うりうりうりうりんんんんするするするする憲憲憲憲法法法法違反違反違反違反のののの暴暴暴暴挙挙挙挙であるであるであるである。。。。そそそそももももそそそそもももも、、、、制限水域制限水域制限水域制限水域はははは、、、、米軍米軍米軍米軍のののの「「「「陸陸陸陸上上上上施施施施設設設設のののの保安保安保安保安のたのたのたのた
めめめめ」」」」にににに設定設定設定設定されたものでありされたものでありされたものでありされたものであり日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定にににに照照照照らしてもらしてもらしてもらしても不不不不当当当当なものであるなものであるなものであるなものである。。。。知事知事知事知事はははは県民県民県民県民をををを
弾圧弾圧弾圧弾圧しししし民民民民主主主主主主主主義義義義をををを圧殺圧殺圧殺圧殺するするするする政府政府政府政府のののの暴暴暴暴挙挙挙挙をををを許許許許すのかすのかすのかすのか、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事がががが埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認とととと引引引引ききききかえにしたかえにしたかえにしたかえにした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、、、、牧牧牧牧港港港港補給補給補給補給基地基地基地基地のののの７７７７
年以内年以内年以内年以内のののの全全全全面面面面返還返還返還返還についてについてについてについて、、、、日米政府日米政府日米政府日米政府はははは実実実実行行行行をををを明言明言明言明言したのかしたのかしたのかしたのか、、、、何何何何のののの担保担保担保担保もももも保障保障保障保障もないもないもないもない県県県県
民民民民だだだだましではないかましではないかましではないかましではないか。。。。

3333 欠陥欠陥欠陥欠陥機機機機オスプレイについてオスプレイについてオスプレイについてオスプレイについて

((((1111)))) 欠陥欠陥欠陥欠陥機機機機のオスプレイからのオスプレイからのオスプレイからのオスプレイから部品部品部品部品がががが落下落下落下落下したしたしたした。。。。安全合意違反安全合意違反安全合意違反安全合意違反のののの低低低低空空空空飛行飛行飛行飛行でででで住宅地住宅地住宅地住宅地をををを夜夜夜夜間間間間構構構構わわわわ
ずずずず爆音爆音爆音爆音をををを響響響響かかかかせせせせてててて危危危危険険険険飛行飛行飛行飛行をしているをしているをしているをしている。。。。知事知事知事知事はははは政府政府政府政府にににに厳厳厳厳ししししくくくくオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ撤撤撤撤去去去去をををを要求要求要求要求すすすすべべべべ
きききき。。。。

((((2222)))) 東東東東村高村高村高村高江江江江のののの生活生活生活生活道路道路道路道路でのでのでので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のののの工工工工事事事事車車車車両両両両のののの運行運行運行運行はははは非非非非常常常常にににに危危危危険険険険であるであるであるである。。。。住民地住民地住民地住民地
域域域域でのでのでのでの工工工工事事事事車車車車両両両両のののの通行通行通行通行禁禁禁禁止止止止をををを要求要求要求要求することすることすることすること、、、、またまたまたまた、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイパパパパッッッッドドドドのののの建建建建設設設設中中中中止止止止をををを要求要求要求要求すすすす
ることることることること。。。。

4444 浦添浦添浦添浦添西西西西海海海海岸岸岸岸へのへのへのへの新軍新軍新軍新軍港建港建港建港建設設設設はははは海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの戦戦戦戦争争争争のののの出出出出撃撃撃撃基地基地基地基地となりとなりとなりとなり、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの表表表表玄玄玄玄関関関関をををを汚汚汚汚しししし、、、、県県県県
経経経経済済済済やややや観光観光観光観光産産産産業業業業のののの振興振興振興振興をををを阻阻阻阻害害害害するするするする。。。。環境環境環境環境配配配配慮慮慮慮書書書書のののの事事事事業業業業のののの進捗進捗進捗進捗をををを問問問問うううう。。。。浦添浦添浦添浦添新軍新軍新軍新軍港建港建港建港建設設設設にににに
反対反対反対反対しししし環境環境環境環境アセアセアセアセスのスのスのスの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きべきべきべき。。。。

5555 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
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((((1111)))) 嘉嘉嘉嘉手納手納手納手納基地基地基地基地のののの米軍機米軍機米軍機米軍機のののの離発着離発着離発着離発着回数回数回数回数はははは12121212年年年年度度度度とととと13131313年年年年度度度度のののの比比比比較較較較でどうなっているかでどうなっているかでどうなっているかでどうなっているか。。。。夜夜夜夜間間間間やややや
未未未未明明明明、、、、外外外外来来来来機機機機などのなどのなどのなどの飛行飛行飛行飛行状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。知事知事知事知事のののの言言言言うううう負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減なのかなのかなのかなのか。。。。負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減のののの実実実実効効効効性性性性
をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして実現実現実現実現するのかするのかするのかするのか。。。。

((((2222)))) 米本国米本国米本国米本国でででで米軍機米軍機米軍機米軍機のののの墜墜墜墜落事落事落事落事故故故故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、、、、事事事事故故故故内容内容内容内容をををを問問問問うううう。。。。同型同型同型同型機機機機のののの県内県内県内県内でのでのでのでの飛飛飛飛
行行行行禁禁禁禁止止止止をををを要求要求要求要求すすすすべきべきべきべき。。。。県内県内県内県内でもでもでもでも墜墜墜墜落落落落やややや緊緊緊緊急急急急着着着着陸陸陸陸、、、、部品落下事部品落下事部品落下事部品落下事故故故故がががが頻頻頻頻発発発発しているしているしているしている。。。。危危危危険険険険なななな
墜墜墜墜落事落事落事落事故故故故のののの根絶根絶根絶根絶のためにのためにのためにのために住民地域住民地域住民地域住民地域でのでのでのでの飛行飛行飛行飛行禁禁禁禁止止止止をををを要求要求要求要求すすすすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 伊伊伊伊江島江島江島江島でででで兵兵兵兵士士士士ややややパパパパララララシュシュシュシューーーートトトト落下落下落下落下などがなどがなどがなど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。。。。800800800800キキキキロロロロ余余余余ののののドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが住民住民住民住民のののの生生生生
活活活活圏圏圏圏にににに落下落下落下落下したがしたがしたがしたが「「「「隊員隊員隊員隊員のののの教教教教育育育育」」」」でででで再再再再発防発防発防発防止止止止はではではではでききききないないないない。。。。パパパパララララシシシシユユユユーーーートトトト訓練訓練訓練訓練場場場場にににに使用使用使用使用されされされされ
てててて以以以以降降降降のののの米軍機米軍機米軍機米軍機のののの事事事事故故故故状況状況状況状況とととと米軍米軍米軍米軍のののの対応対応対応対応。。。。危危危危険険険険ななななパパパパララララシュシュシュシューーーートトトト訓練訓練訓練訓練のののの廃廃廃廃止止止止をををを要求要求要求要求すすすすべべべべ
きききき。。。。

6666 与与与与那那那那国国国国島島島島やややや宮宮宮宮古古古古島島島島にににに自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊配備配備配備配備をををを強強強強行行行行しようとしているがしようとしているがしようとしているがしようとしているが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄とととと中中中中国国国国やややや韓韓韓韓国国国国、、、、東東東東アアアアジジジジアアアアとととと
のののの経経経経済交流済交流済交流済交流やややや文化交流文化交流文化交流文化交流、、、、観光観光観光観光産産産産業業業業にににに大大大大ききききなななな阻阻阻阻害害害害になるになるになるになる。。。。紛紛紛紛争争争争はははは軍事力軍事力軍事力軍事力ではなではなではなではなくくくく平和平和平和平和外交外交外交外交にににに
よってよってよってよって解解解解決決決決すすすすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか。。。。知事知事知事知事はははは自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊配備配備配備配備にににに反対反対反対反対すすすすべきべきべきべき。。。。

7777 国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険険険険世世世世帯帯帯帯のののの１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり平平平平均均均均所所所所得得得得額額額額はいはいはいはいくくくくらからからからか。。。。無無無無職職職職のののの加入割加入割加入割加入割合合合合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。。。。負担負担負担負担能能能能力力力力をををを超超超超えたえたえたえた高過高過高過高過ぎぎぎぎてててて払払払払えないえないえないえない国保国保国保国保はははは、、、、診診診診療療療療抑抑抑抑制制制制となりとなりとなりとなり病気病気病気病気のののの重重重重症化症化症化症化にににに拍拍拍拍車車車車をかをかをかをか
けけけけているているているている。。。。国保国保国保国保にににに国国国国庫庫庫庫負担負担負担負担のののの増額増額増額増額をををを要求要求要求要求することすることすることすること。。。。県県県県がががが国保国保国保国保税税税税軽減軽減軽減軽減のためにのためにのためにのために市町村市町村市町村市町村国保国保国保国保にににに
補助補助補助補助をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。

8888 ４４４４月月月月にににに県県県県とととと41414141市町村市町村市町村市町村長長長長、、、、議議議議長長長長のののの沖縄振興拡大会沖縄振興拡大会沖縄振興拡大会沖縄振興拡大会議議議議がががが開開開開催催催催されたされたされたされた。。。。市町村市町村市町村市町村側側側側からからからから子子子子供供供供のののの医療医療医療医療
費費費費助助助助成成成成はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは全国全国全国全国ワワワワースースースーストトトトにににに近近近近いいいい、、、、全国全国全国全国並並並並みのみのみのみの通通通通院院院院費費費費をををを中学中学中学中学卒卒卒卒業業業業までまでまでまで無無無無料料料料にするにするにするにする要要要要望望望望
がががが強強強強くくくく出出出出されされされされ、、、、川川川川上副知事上副知事上副知事上副知事はははは県県県県としてとしてとしてとして検討検討検討検討するするするする約約約約束束束束をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、どうなったかどうなったかどうなったかどうなったか、、、、実施実施実施実施のののの目目目目途途途途
をををを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、窓口払窓口払窓口払窓口払いのないいのないいのないいのない現物現物現物現物給付給付給付給付はははは全国全国全国全国のののの都都都都道道道道府県府県府県府県でででで何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか。。。。現物現物現物現物給付給付給付給付をををを実施実施実施実施
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

9999 待待待待機機機機児童児童児童児童はははは、、、、2010201020102010年年年年からからからから13131313年年年年までまでまでまで536536536536人人人人ふふふふえているえているえているえている。。。。待待待待機機機機児童児童児童児童のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となってとなってとなってとなって保育保育保育保育をををを担担担担っっっっ
ててててききききたたたた認認認認可外可外可外可外保育保育保育保育園園園園にににに公的公的公的公的支援支援支援支援をををを拡拡拡拡充充充充することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、潜潜潜潜在在在在的的的的待待待待機機機機をををを含含含含めてめてめてめて待待待待機機機機児童児童児童児童はははは何何何何
人人人人いるかいるかいるかいるか。。。。待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消はははは、、、、株株株株式会式会式会式会社社社社のののの参入参入参入参入をををを許許許許ささささずずずず児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉法法法法24242424条条条条１１１１項項項項のののの市町村市町村市町村市町村のののの責責責責任任任任
でででで認認認認可可可可保育保育保育保育所所所所をををを早急早急早急早急にににに増増増増設設設設することすることすることすること及及及及びびびび計画計画計画計画をををを問問問問うううう。。。。

10101010 知事知事知事知事はははは、、、、一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金でででで400400400400億億億億余余余余のののの公設民公設民公設民公設民営営営営ＭＭＭＭＩＩＩＩＣＥＣＥＣＥＣＥ施施施施設設設設をををを来来来来年年年年度度度度にもにもにもにも建建建建設設設設するするするする計画計画計画計画だだだだがががが、、、、カカカカ
ジジジジノノノノ誘致誘致誘致誘致をををを前前前前提提提提にしたにしたにしたにしたＭＭＭＭＩＩＩＩＣＥＣＥＣＥＣＥ施施施施設設設設のののの建建建建設設設設計画計画計画計画はははは中中中中止止止止すすすすべきべきべきべきであるであるであるである。。。。２２２２万万万万人人人人のののの収収収収容容容容施施施施設設設設をををを県県県県
がががが建建建建設設設設しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないならないならないならない必必必必要要要要性性性性、、、、採採採採算算算算性性性性をををを問問問問うううう。。。。国内国内国内国内外外外外ででででＭＭＭＭＩＩＩＩＣＥＣＥＣＥＣＥ施施施施設設設設はははは赤赤赤赤字字字字運運運運営営営営でででで税税税税金金金金
がががが投投投投入入入入されているかされているかされているかされているか、、、、またはカまたはカまたはカまたはカジジジジノノノノでででで埋埋埋埋めめめめ合合合合わせわせわせわせをしているをしているをしているをしている。。。。県県県県はははは年間年間年間年間２２２２億億億億2000200020002000万万万万のののの赤赤赤赤字字字字運運運運
営営営営になるになるになるになる試算試算試算試算をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、カカカカジジジジノノノノでででで採採採採算算算算をををを確保確保確保確保するするするする計画計画計画計画なのかなのかなのかなのか。。。。一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金のののの使使使使いいいい道道道道としとしとしとし
てのてのてのての大大大大型型型型公公公公共施共施共施共施設設設設のののの建建建建設設設設はははは無無無無駄遣駄遣駄遣駄遣いでありいでありいでありいであり、、、、将来将来将来将来ににににわわわわたってたってたってたって県民県民県民県民にににに負担負担負担負担をををを押押押押しつしつしつしつけけけけることにることにることにることに
なるなるなるなる建建建建設設設設計画計画計画計画ををををややややめるめるめるめるべきべきべきべき。。。。

11111111 知事知事知事知事はははは、、、、刑刑刑刑法法法法でででで禁禁禁禁止止止止されているされているされているされている賭博賭博賭博賭博のカのカのカのカジジジジノノノノ誘致誘致誘致誘致をををを安安安安倍倍倍倍首首首首相相相相にににに要要要要請請請請したしたしたした。。。。県民県民県民県民がががが反対反対反対反対をしてをしてをしてをして
いるカいるカいるカいるカジジジジノノノノのののの誘致誘致誘致誘致はははは言言言言語語語語道道道道断断断断であるであるであるである。。。。青青青青少少少少年年年年にににに悪悪悪悪影響影響影響影響、、、、風俗風俗風俗風俗のののの乱乱乱乱れれれれ、、、、依存依存依存依存症症症症、、、、借借借借金金金金、、、、自自自自殺殺殺殺、、、、
犯罪犯罪犯罪犯罪、、、、暴暴暴暴力団問題力団問題力団問題力団問題などなどなどなど百百百百害害害害あってあってあってあって一利一利一利一利なしのカなしのカなしのカなしのカジジジジノノノノをををを知事知事知事知事はなはなはなはなぜぜぜぜ誘致誘致誘致誘致するのかするのかするのかするのか。。。。

12121212千葉千葉千葉千葉県県県県在在在在のののの沖縄沖縄沖縄沖縄学学学学生会生会生会生会館館館館はははは存続存続存続存続をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが多多多多いいいい中中中中売却売却売却売却されたがされたがされたがされたが、、、、本本本本土土土土でででで学学学学ぶぶぶぶ学学学学生生生生のののの今今今今
後後後後のののの支援支援支援支援策策策策をををを問問問問うううう。。。。教教教教育育育育庁庁庁庁のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

13131313八重山八重山八重山八重山教科書教科書教科書教科書問題問題問題問題でででで、、、、竹富町教竹富町教竹富町教竹富町教育育育育委員委員委員委員会会会会はははは政府政府政府政府のののの不法不法不法不法・・・・不不不不当当当当でででで強強強強権的権的権的権的なななな政治政治政治政治介介介介入入入入にににに屈屈屈屈せせせせ
ずずずずにににに教教教教育育育育のののの自自自自主主主主性性性性をををを守守守守りりりり抜抜抜抜いたいたいたいた。。。。石垣石垣石垣石垣のののの教教教教育長育長育長育長がががが、、、、首首首首長長長長のののの意意意意向向向向にににに沿沿沿沿ったったったった育育育育鵬社鵬社鵬社鵬社教科書教科書教科書教科書のののの採採採採
択択択択をををを狙狙狙狙いいいい非非非非民民民民主主主主的的的的なななな手続手続手続手続をををを強強強強行行行行したのはしたのはしたのはしたのは教教教教育育育育委員委員委員委員会改会改会改会改悪悪悪悪法法法法をををを先先先先取取取取りしたものとりしたものとりしたものとりしたものと言言言言えるえるえるえる。。。。教教教教育育育育
委員委員委員委員会改会改会改会改悪悪悪悪法法法法はははは、、、、首首首首長長長長がががが教教教教育政策育政策育政策育政策のののの指指指指針針針針「「「「大大大大綱綱綱綱」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、首首首首長長長長がががが直直直直接接接接任任任任命命命命したしたしたした教教教教育長育長育長育長をををを
トトトトップにしてップにしてップにしてップにして教教教教育育育育委員委員委員委員会会会会をををを指指指指揮揮揮揮・・・・監督監督監督監督することになりすることになりすることになりすることになり、「、「、「、「侵侵侵侵略略略略戦戦戦戦争争争争をををを美美美美化化化化するするするする教科書教科書教科書教科書のののの採択採択採択採択」、」、」、」、
「「「「学学学学力力力力テテテテスススストトトトのののの結結結結果公果公果公果公表表表表」」」」などなどなどなど首首首首長長長長によるによるによるによる学学学学校校校校教教教教育育育育へのへのへのへの不不不不当当当当なななな介介介介入入入入にににに道道道道をををを開開開開くくくくものであるものであるものであるものである。。。。教教教教
育育育育へのへのへのへの政治政治政治政治介介介介入入入入によりによりによりにより教教教教育育育育のののの自自自自主主主主性性性性をををを脅脅脅脅かすかすかすかす教教教教育育育育委員委員委員委員会会会会のののの改改改改悪悪悪悪法法法法にににに対対対対するするするする教教教教育長育長育長育長のののの見解見解見解見解
をををを問問問問うううう。。。。

14141414 「「「「残残残残業業業業代代代代ゼロゼロゼロゼロ」、「」、「」、「」、「過労過労過労過労死促死促死促死促進進進進」、「」、「」、「」、「成果成果成果成果でででで賃賃賃賃下下下下げげげげ」」」」というというというという安安安安倍倍倍倍政権政権政権政権のののの「「「「新新新新しいしいしいしい労働労働労働労働時間制時間制時間制時間制度度度度」」」」導導導導
入入入入にににに反対反対反対反対をすることをすることをすることをすること。。。。

15151515医療医療医療医療・・・・介介介介護護護護総総総総合合合合法法法法はははは、、、、社社社社会保障会保障会保障会保障のののの基本基本基本基本をををを「「「「自立自立自立自立・・・・自自自自助助助助」」」」としてとしてとしてとして160160160160万万万万人人人人のののの要要要要支援支援支援支援者者者者にににに対対対対するするするする訪訪訪訪
問問問問、、、、通通通通所所所所介介介介護護護護をををを保保保保険険険険給付給付給付給付からからからから外外外外しししし、「、「、「、「患患患患者追者追者追者追いいいい出出出出しししし」」」」をををを招招招招くくくく病床削病床削病床削病床削減減減減などなどなどなど介介介介護難護難護難護難民民民民、、、、医療医療医療医療難難難難
民民民民をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす大改大改大改大改悪悪悪悪であるであるであるである。。。。負担負担負担負担やややや給付給付給付給付、、、、仕仕仕仕組組組組みはどうみはどうみはどうみはどう変変変変わわわわりりりり、、、、何何何何人人人人がどのようながどのようながどのようながどのような介介介介護給付護給付護給付護給付
からからからから排除排除排除排除されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。特特特特別養護別養護別養護別養護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムムのののの待待待待機者機者機者機者はははは何何何何人人人人いていていていて、、、、入所入所入所入所申申申申請請請請すらですらですらですらでききききななななくくくくなるなるなるなる
のはのはのはのは何何何何人人人人かかかか。。。。医療医療医療医療・・・・介介介介護護護護総総総総合合合合法法法法にににに反対反対反対反対をすをすをすをすべきべきべきべきであるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。


