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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5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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

1111 28282828分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長がががが出馬表明出馬表明出馬表明出馬表明をしたをしたをしたをした。。。。４４４４年前年前年前年前にににに県外県外県外県外をををを求求求求めてめてめてめて一緒一緒一緒一緒にににに闘闘闘闘いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、知事知事知事知事のののの辺辺辺辺
野古移設容認野古移設容認野古移設容認野古移設容認にににに対対対対してしてしてして翁長氏翁長氏翁長氏翁長氏はははは今回今回今回今回もももも新基地新基地新基地新基地はつくらせないというはつくらせないというはつくらせないというはつくらせないという信念信念信念信念ですがですがですがですが、、、、どうどうどうどう評価評価評価評価
しますかしますかしますかしますか。。。。

((((2222)))) 名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙、、、、名護市議会議員選挙名護市議会議員選挙名護市議会議員選挙名護市議会議員選挙ではそれぞれではそれぞれではそれぞれではそれぞれ２２２２度度度度、、、、計計計計４４４４度度度度にわたりにわたりにわたりにわたり民意民意民意民意はははは「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古
移設反対移設反対移設反対移設反対」」」」がががが明確明確明確明確だだだだ。。。。それにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらず、、、、菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官はははは「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古はははは過去過去過去過去のことのことのことのこと」」」」とととと移設移設移設移設
推進推進推進推進をををを明言明言明言明言していますしていますしていますしています。。。。知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙においてにおいてにおいてにおいて辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対をををを主張主張主張主張するするするする候補者候補者候補者候補者がががが勝勝勝勝てばてばてばてば５５５５
度度度度のののの民意民意民意民意がががが示示示示されるされるされるされる。。。。政府政府政府政府はははは、、、、民主主義国家民主主義国家民主主義国家民主主義国家のののの名名名名にににに恥恥恥恥じぬようそのじぬようそのじぬようそのじぬようその結果結果結果結果をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、米国米国米国米国とととと
再協議再協議再協議再協議をすべきだとをすべきだとをすべきだとをすべきだと思思思思うがうがうがうが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 18181818年間年間年間年間にわたるにわたるにわたるにわたる県民県民県民県民のののの闘闘闘闘いでいでいでいで辺野古辺野古辺野古辺野古のののの海海海海にくいにくいにくいにくい一本打一本打一本打一本打たさなかったがたさなかったがたさなかったがたさなかったが、、、、知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認
によりついにによりついにによりついにによりついに海海海海にくいがにくいがにくいがにくいが打打打打ちちちち込込込込まれましたまれましたまれましたまれました。。。。県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りとりとりとりと辺野古辺野古辺野古辺野古のののの海海海海にににに対対対対するするするする思思思思いはますいはますいはますいはます
ますますますます強強強強くなりくなりくなりくなり、、、、ゲートゲートゲートゲート前前前前やややや海上海上海上海上にはにはにはには多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが駆駆駆駆けつけますけつけますけつけますけつけます。。。。特特特特にににに海上海上海上海上でのでのでのでの海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁
によるによるによるによる暴力的排除暴力的排除暴力的排除暴力的排除はけがはけがはけがはけが人人人人をををを出出出出しししし、、、、今今今今、、、、特別公務員暴行陵虐致死罪特別公務員暴行陵虐致死罪特別公務員暴行陵虐致死罪特別公務員暴行陵虐致死罪でででで告訴告訴告訴告訴、、、、受理受理受理受理されるされるされるされる
事態事態事態事態がががが発生発生発生発生していますしていますしていますしています。。。。県民県民県民県民がががが体体体体をををを張張張張ってってってって辺野古辺野古辺野古辺野古のののの海海海海をををを守守守守ろうとするろうとするろうとするろうとする現状現状現状現状にににに対対対対するするするする知事知事知事知事
のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 復帰直後復帰直後復帰直後復帰直後、、、、米国米国米国米国はははは海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの太平洋地域太平洋地域太平洋地域太平洋地域からのからのからのからの撤退撤退撤退撤退をををを検討検討検討検討したがしたがしたがしたが、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが駐留維持駐留維持駐留維持駐留維持
をををを求求求求めためためためた。。。。またまたまたまた、、、、元駐日米大使元駐日米大使元駐日米大使元駐日米大使のウォルター・モンデールのウォルター・モンデールのウォルター・モンデールのウォルター・モンデール氏氏氏氏はははは1995199519951995年年年年のののの少女暴行事件少女暴行事件少女暴行事件少女暴行事件をををを
機機機機にににに部隊部隊部隊部隊のののの撤退撤退撤退撤退のののの姿勢姿勢姿勢姿勢があったががあったががあったががあったが日本政府日本政府日本政府日本政府によるによるによるによる引引引引きとめがあったということがきとめがあったということがきとめがあったということがきとめがあったということが明明明明らかにらかにらかにらかに
なりましたなりましたなりましたなりました。。。。従来言従来言従来言従来言われてきたわれてきたわれてきたわれてきた沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性、、、、抑抑抑抑止止止止力力力力ではなくではなくではなくではなく日本政府日本政府日本政府日本政府のののの都合都合都合都合だとだとだとだと
いうことがいうことがいうことがいうことが明確明確明確明確になりましたになりましたになりましたになりました。。。。普天普天普天普天間間間間のののの移設移設移設移設はははは辺野古辺野古辺野古辺野古でなければならないでなければならないでなければならないでなければならない理理理理屈屈屈屈はははは成成成成りりりり立立立立たたたた
ないのではないのかないのではないのかないのではないのかないのではないのか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 米米米米軍軍軍軍再再再再編編編編計計計計画画画画のののの中中中中でででで海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの役割役割役割役割はははは大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化をしていますをしていますをしていますをしています。。。。在在在在沖海兵隊沖海兵隊沖海兵隊沖海兵隊のののの役割役割役割役割、、、、海兵海兵海兵海兵
隊隊隊隊のののの抑抑抑抑止止止止力力力力がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だとのだとのだとのだとの定定定定義義義義、、、、周周周周辺地域辺地域辺地域辺地域とのとのとのとの軍軍軍軍事体勢等事体勢等事体勢等事体勢等そのそのそのその駐留意義駐留意義駐留意義駐留意義についてについてについてについて、、、、県県県県
はこれまでどのようにはこれまでどのようにはこれまでどのようにはこれまでどのように検検検検証証証証しししし、、、、位位位位置置置置づづづづけていますかけていますかけていますかけていますか。。。。

((((6666)))) 普天普天普天普天間間間間のののの５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて、、、、菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官はははは11117777日日日日にそのにそのにそのにその起点起点起点起点をことしをことしをことしをことし２２２２月月月月としとしとしとし、、、、
2222000019191919年年年年２２２２月月月月のののの運用停止運用停止運用停止運用停止をををを目標目標目標目標とするとしてますとするとしてますとするとしてますとするとしてます。。。。米国米国米国米国のののの反反反反応応応応はははは冷冷冷冷ややかだとややかだとややかだとややかだと情報情報情報情報があるがあるがあるがある中中中中
でででで、、、、そのそのそのその実実実実現性現性現性現性のののの担担担担保保保保をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 知事知事知事知事のののの求求求求めるめるめるめる基地基地基地基地負担軽減策負担軽減策負担軽減策負担軽減策のののの実実実実現現現現可能可能可能可能性性性性についてについてについてについて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような作業作業作業作業がががが進進進進められているめられているめられているめられている
のかのかのかのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 知事知事知事知事のののの任期任期任期任期４４４４年間年間年間年間のののの訪訪訪訪米米米米にかかったにかかったにかかったにかかった全予算全予算全予算全予算とととと件件件件数数数数、、、、そのそのそのその成成成成果果果果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように検検検検証証証証していますしていますしていますしています
かかかか。。。。

((((9999)))) 2222000015151515年年年年のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興予算振興予算振興予算振興予算3333777794949494億円億円億円億円がががが概算概算概算概算要求要求要求要求されたされたされたされた。。。。14141414年年年年予算予算予算予算からからからから293293293293億円増額億円増額億円増額億円増額ですですですです。。。。
辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認をしたおをしたおをしたおをしたお礼礼礼礼とととと県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙へへへへのののの懐柔策懐柔策懐柔策懐柔策なのでしなのでしなのでしなのでしょょょょうかうかうかうか。。。。違違違違うううう知事知事知事知事がががが誕誕誕誕生生生生してしてしてして
もももも実実実実行行行行されなければならないとされなければならないとされなければならないとされなければならないと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、いかがでしいかがでしいかがでしいかがでしょょょょうかうかうかうか。。。。

((((11110000))))カジノカジノカジノカジノ誘誘誘誘致致致致についてについてについてについて県民県民県民県民ココココンンンンセセセセンンンンサスサスサスサスよりよりよりより先先先先にににに手手手手をををを挙挙挙挙げげげげるとしていますがるとしていますがるとしていますがるとしていますが、、、、どのタどのタどのタどのタイミイミイミイミンンンンググググでででで
県民県民県民県民へへへへ意思意思意思意思をををを問問問問うのかうのかうのかうのか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその判断判断判断判断基基基基準準準準をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((11111111))))西普天西普天西普天西普天間間間間住宅住宅住宅住宅地地地地区跡区跡区跡区跡地地地地開開開開発発発発についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 文化財文化財文化財文化財発発発発掘掘掘掘事事事事業中業中業中業中ドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが発発発発掘掘掘掘されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその経緯経緯経緯経緯とととと環境調査環境調査環境調査環境調査についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況とととと市市市市、、、、地地地地権権権権者者者者とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて
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((((12121212))))東村高江東村高江東村高江東村高江のののの米米米米軍軍軍軍ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建建建建設設設設でででで県県県県道道道道70707070号線号線号線号線にににに接接接接するするするする路側帯路側帯路側帯路側帯をををを米米米米軍軍軍軍へへへへ管管管管理理理理権権権権移移移移譲譲譲譲するするするする
ことについてことについてことについてことについて、、、、基地基地基地基地負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のののの観点観点観点観点からからからから、、、、またまたまたまた、、、、県県県県益益益益をををを守守守守る・る・る・る・基本的人基本的人基本的人基本的人権権権権をををを守守守守るるるる立立立立場場場場からからからから
県県県県はははは防衛局防衛局防衛局防衛局にににに対対対対しししし計計計計画画画画のののの中止中止中止中止をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((13131313))))アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスによるによるによるによる県県県県内経済内経済内経済内経済のののの効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立工工工工事事事事についてについてについてについて

((((1111)))) ４４４４年前年前年前年前のののの選挙選挙選挙選挙においてにおいてにおいてにおいて「「「「日米日米日米日米共同声共同声共同声共同声明明明明をををを見直見直見直見直しししし普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場をををを県外県外県外県外にににに移設移設移設移設することをすることをすることをすることを求求求求
めていくめていくめていくめていく」」」」としてきたとしてきたとしてきたとしてきた知事知事知事知事のののの辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認によりによりによりにより、、、、とうとうあのとうとうあのとうとうあのとうとうあの豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海ににににボボボボーーーーリリリリンンンンググググ調査調査調査調査
がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。知事知事知事知事はははは県民県民県民県民、、、、名護市民名護市民名護市民名護市民にににに対対対対しししし、、、、公公公公約違約違約違約違反反反反をををを謝謝謝謝罪罪罪罪すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、
どうでしどうでしどうでしどうでしょょょょうかうかうかうか。。。。

((((2222)))) 防衛局防衛局防衛局防衛局がががが公公公公有水面有水面有水面有水面埋立埋立埋立埋立法法法法にににに基基基基づづづづくくくく設計設計設計設計概概概概要要要要のののの変更申請変更申請変更申請変更申請をををを提提提提出出出出していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そのそのそのその変更変更変更変更
内内内内容容容容、、、、理理理理由由由由をををを明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ。。。。またまたまたまた、、、、県民県民県民県民へへへへ公公公公開開開開しししし意見意見意見意見をををを求求求求めるべきではないのかめるべきではないのかめるべきではないのかめるべきではないのか。。。。スケスケスケスケ
ジュジュジュジュールもあわせてールもあわせてールもあわせてールもあわせて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 辺野古地辺野古地辺野古地辺野古地先先先先やややや大大大大浦湾浦湾浦湾浦湾ののののジュゴジュゴジュゴジュゴンのンのンのンの生生生生息息息息域域域域についてについてについてについて、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局のののの環境環境環境環境アセスアセスアセスアセス評価評価評価評価のののの予測予測予測予測とはとはとはとは
異異異異なるなるなるなる状状状状況況況況がががが確認確認確認確認されているされているされているされている。。。。例例例例ええええばばばば2222000014141414年年年年５５５５月月月月からからからから７７７７月月月月、、、、埋立地埋立地埋立地埋立地でででで111111110000本本本本のはのはのはのはみみみみ跡跡跡跡がががが発発発発
見見見見されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後もももも埋立埋立埋立埋立予定予定予定予定地地地地でででで確認確認確認確認されているされているされているされている。。。。アセスアセスアセスアセスのののの予測予測予測予測とととと現状現状現状現状にはにはにはには非常非常非常非常にににに重大重大重大重大なななな
乖離乖離乖離乖離があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええられるがられるがられるがられるが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてはどのようなとしてはどのようなとしてはどのようなとしてはどのような見解見解見解見解をををを持持持持っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。

((((4444)))) 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの際際際際にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが提提提提示示示示したしたしたした留意事留意事留意事留意事項項項項をををを反反反反映映映映するするするする形形形形でででで環境監視環境監視環境監視環境監視等等等等委委委委員会員会員会員会がががが設設設設置置置置ささささ
れているがれているがれているがれているが、、、、そのそのそのその開催開催開催開催状状状状況況況況とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり、、、、これまでどのようなこれまでどのようなこれまでどのようなこれまでどのような要要要要請請請請、、、、提提提提言言言言、、、、意見意見意見意見をををを述述述述
べているのかべているのかべているのかべているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 現現現現在在在在、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古ではではではでは浮浮浮浮きききき桟橋桟橋桟橋桟橋・・・・ブイブイブイブイ・・・・スパッスパッスパッスパットがトがトがトが設設設設置置置置されされされされ、、、、ボボボボーーーーリリリリンンンンググググ調査調査調査調査がががが行行行行われているわれているわれているわれている
がががが、、、、それにそれにそれにそれに起因起因起因起因するするするする環境環境環境環境へへへへのののの影響影響影響影響についてについてについてについて調査調査調査調査はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 環境環境環境環境だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、阻止阻止阻止阻止行行行行動動動動をををを行行行行うううう県民市民県民市民県民市民県民市民のののの安安安安全全全全確保確保確保確保をををを含含含含めてめてめてめて県県県県はははは調査調査調査調査、、、、対対対対策策策策はははは講講講講じてじてじてじて
いるかいるかいるかいるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 臨臨臨臨時時時時制限区制限区制限区制限区域域域域拡拡拡拡大大大大にににに伴伴伴伴うううう法法法法的的的的根拠根拠根拠根拠についてについてについてについて、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 米米米米軍軍軍軍基地問基地問基地問基地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 宜宜宜宜野野野野座村座村座村座村のののの件件件件からもからもからもからも地位協地位協地位協地位協定定定定見直見直見直見直しはしはしはしは急急急急がれるがれるがれるがれる。。。。県県県県はははは、、、、環境環境環境環境補補補補足足足足協協協協定定定定のののの協議協議協議協議をををを始始始始めていめていめていめてい
るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況とととと地位協地位協地位協地位協定抜定抜定抜定抜本的本的本的本的改定改定改定改定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状状状況況況況をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米米米米軍軍軍軍機事機事機事機事故故故故、、、、にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず訓練訓練訓練訓練のののの停止停止停止停止、、、、飛飛飛飛行行行行中止中止中止中止にににに至至至至らないらないらないらない。。。。最近最近最近最近のののの異常異常異常異常ともとともとともとともと
れるれるれるれる夜夜夜夜間間間間早朝訓練早朝訓練早朝訓練早朝訓練でででで県民県民県民県民のののの不不不不安安安安はははは募募募募るばかりでするばかりでするばかりでするばかりです。。。。直直直直近近近近11110000年間年間年間年間のののの米米米米軍軍軍軍機事機事機事機事故故故故のののの状状状状況況況況、、、、
事事事事故原因故原因故原因故原因をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 高良副高良副高良副高良副知事知事知事知事のののの訪訪訪訪米米米米のののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの沖縄発信沖縄発信沖縄発信沖縄発信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についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 住宅防音工住宅防音工住宅防音工住宅防音工事事事事のののの事事事事業拡業拡業拡業拡大大大大にににに対対対対しししし、、、、国国国国にににに積極積極積極積極的的的的にににに求求求求めていくべきではないかめていくべきではないかめていくべきではないかめていくべきではないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

4444 総総総総務行政務行政務行政務行政についてについてについてについて

((((1111)))) 行行行行財財財財政政政政改革改革改革改革のののの推進状推進状推進状推進状況況況況とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 所有所有所有所有者者者者不不不不明明明明土土土土地地地地についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現現現現在在在在のののの状状状状況況況況とととと管管管管理状理状理状理状況況況況はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

ｲｲｲｲ 法法法法的的的的整備整備整備整備をしをしをしをし、、、、早期早期早期早期のののの解解解解決決決決をををを図図図図るべきだとるべきだとるべきだとるべきだと考考考考ええええるがるがるがるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 科学技術科学技術科学技術科学技術大大大大学院学院学院学院大大大大学学学学についてについてについてについて

((((1111)))) 開学開学開学開学からからからから２２２２年年年年、、、、環境整備環境整備環境整備環境整備のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの総予算総予算総予算総予算とととと建建建建設設設設におけるにおけるにおけるにおける県県県県内内内内外発外発外発外発注注注注のののの割合割合割合割合とととと今後今後今後今後のののの
見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 現現現現在在在在のののの研研研研究究究究員員員員、、、、職職職職員員員員のののの総数総数総数総数、、、、国別国別国別国別内内内内訳訳訳訳、、、、県出県出県出県出身身身身学学学学生生生生・・・・職職職職員員員員のののの数数数数とととと割合割合割合割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。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの計計計計画画画画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 地域地域地域地域のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり、、、、県民県民県民県民とのかかわりはどうなっているのかとのかかわりはどうなっているのかとのかかわりはどうなっているのかとのかかわりはどうなっているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 子子子子どもどもどもども生生生生活福祉活福祉活福祉活福祉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)))) 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 生生生生活活活活保護保護保護保護世世世世帯帯帯帯のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの「「「「無料無料無料無料学学学学習塾習塾習塾習塾」」」」支援支援支援支援事事事事業業業業がががが国国国国のののの補補補補助金助金助金助金減額減額減額減額のためのためのためのため継続困継続困継続困継続困
難難難難のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、生生生生活困窮世活困窮世活困窮世活困窮世帯帯帯帯のののの子供子供子供子供たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって重要重要重要重要なななな事事事事業業業業であるであるであるである。。。。実実実実態態態態とととと対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いいいい
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ますますますます。。。。

ｲｲｲｲ 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制制制制度移行度移行度移行度移行にににに伴伴伴伴うううう課題課題課題課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「「「「５５５５歳児歳児歳児歳児問問問問題題題題」」」」についてについてについてについて県県県県全全全全体体体体でででで
問問問問題題題題をををを共有共有共有共有しししし、、、、解解解解決策決策決策決策をををを講講講講じることがじることがじることがじることが重要重要重要重要だがだがだがだが、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除適適適適用用用用ののののみみみみなしなしなしなし適適適適用用用用のののの県県県県、、、、市市市市町町町町村村村村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適適適適用拡用拡用拡用拡大大大大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
計計計計画画画画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 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対対対策法策法策法策法がががが制定制定制定制定されされされされ、、、、全全全全庁的庁的庁的庁的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、対対対対応策応策応策応策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 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)))) こどもこどもこどもこども病病病病院院院院のののの小児集小児集小児集小児集中中中中治治治治療室療室療室療室のののの満床満床満床満床状状状状況況況況がががが続続続続いているようだがいているようだがいているようだがいているようだが、、、、実実実実態態態態とととと対対対対策策策策はははは。。。。

((((2222)))) 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸ががががんワんワんワんワククククチチチチンのンのンのンの副作用副作用副作用副作用のののの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策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。。。。

8888 ハハハハーーーーググググ条条条条約約約約加盟加盟加盟加盟へへへへのののの対対対対応応応応についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの国国国国際際際際結結結結婚婚婚婚・・・・離離離離婚婚婚婚のののの状状状状況況況況、、、、５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移、、、、全全全全国国国国比比比比のののの特特特特徴徴徴徴をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 条条条条約約約約締締締締結結結結にににに伴伴伴伴いいいい県県県県内内内内のののの状状状状況況況況、、、、課題課題課題課題とととと対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 ワワワワンンンンスススストトトトッッッッププププ支援支援支援支援セセセセンターについてンターについてンターについてンターについて

((((1111)))) 進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの合合合合意事意事意事意事項項項項・・・・課題課題課題課題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11110000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

((((1111)))) 全全全全国国国国学学学学力力力力テテテテスススストトトト最最最最下下下下位位位位からからからから全全全全国国国国６６６６位位位位のののの躍躍躍躍進進進進をををを評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。学学学学ぶぶぶぶ力力力力、、、、意意意意欲欲欲欲にどうにどうにどうにどう反反反反映映映映していしていしていしてい
くかくかくかくか、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 教育教育教育教育委委委委員会員会員会員会幹幹幹幹部部部部がががが児童買春児童買春児童買春児童買春容容容容疑疑疑疑でででで逮捕逮捕逮捕逮捕されるというされるというされるというされるという衝撃衝撃衝撃衝撃的的的的なななな事件事件事件事件にににに続続続続きききき、、、、女女女女児児児児のののの盗撮盗撮盗撮盗撮等等等等
のののの不不不不祥祥祥祥事事事事がががが相次相次相次相次いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。不不不不祥祥祥祥事事事事のののの実実実実態態態態とととと再発再発再発再発防止策防止策防止策防止策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 教教教教員員員員のののの５５５５年間年間年間年間のののの病休病休病休病休のののの状状状状況況況況とととと全全全全国国国国比比比比、、、、対対対対策策策策、、、、復帰復帰復帰復帰のののの実実実実態態態態をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) いじめのいじめのいじめのいじめの実実実実態態態態５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移とととと対対対対策策策策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。。。。

11111111文化文化文化文化、、、、観観観観光光光光、、、、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)))) 県県県県ががががシシシシンンンンガポガポガポガポールにールにールにールに、、、、県県県県産産産産業業業業公公公公社社社社ががががロシロシロシロシアアアアにそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ県事務県事務県事務県事務所所所所、、、、委委委委託託託託駐駐駐駐在在在在員員員員をををを置置置置くとあくとあくとあくとあ
るがそのるがそのるがそのるがその目目目目的的的的、、、、どのようなどのようなどのようなどのような効効効効果果果果をををを期期期期待待待待しますかしますかしますかしますか。。。。

((((2222)))) ママママリリリリンンンンススススポポポ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 ウウウウイイイインンンンドサドサドサドサーーーーフィフィフィフィンやンやンやンやススススキキキキュュュューーーーバダバダバダバダイイイイビビビビンンンンググググなどなどなどなど多多多多様様様様ななななママママリリリリンンンンススススポポポポーーーーツツツツがあるががあるががあるががあるが、、、、日本大会日本大会日本大会日本大会
やややや世界世界世界世界大会大会大会大会などなどなどなど誘誘誘誘致致致致するするするする計計計計画画画画はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛のののの黒黒黒黒こうじこうじこうじこうじ菌菌菌菌とととと関関関関連連連連するするするするユネユネユネユネスコスコスコスコ世界無世界無世界無世界無形文化形文化形文化形文化遺産登録遺産登録遺産登録遺産登録をををを目目目目指指指指すすすす動動動動きがあるきがあるきがあるきがある。。。。
県県県県のかかわりがのかかわりがのかかわりがのかかわりが重要重要重要重要になるがになるがになるがになるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 2222000022220000年年年年、、、、東東東東京京京京オオオオリリリリンンンンピピピピックックックック・・・・パラリパラリパラリパラリンンンンピピピピックックックックにににに向向向向けてけてけてけて、、、、本県本県本県本県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ計計計計画画画画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

12121212商商商商工工工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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力のののの太太太太陽光陽光陽光陽光発発発発電電電電接接接接続続続続停止停止停止停止についてについてについてについて、、、、事事事事業所業所業所業所、、、、家家家家庭庭庭庭がががが大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを受受受受けるとけるとけるとけると考考考考ええええらららら
れますれますれますれます。。。。そのそのそのその背景背景背景背景、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 伝統伝統伝統伝統工工工工芸製品芸製品芸製品芸製品のののの５５５５年間年間年間年間のののの生生生生産産産産額額額額のののの推移推移推移推移とととと今後今後今後今後のののの振興振興振興振興計計計計画画画画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの外国人外国人外国人外国人就就就就業業業業者者者者のののの数数数数、、、、最近最近最近最近のののの傾傾傾傾向向向向、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県県県県内内内内雇雇雇雇用用用用のののの現現現現場場場場ではではではでは人人人人手不足手不足手不足手不足がががが深刻深刻深刻深刻化化化化しているしているしているしている。。。。実実実実態態態態をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその対対対対
策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

13131313農林農林農林農林水水水水産産産産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)))) 農農農農業業業業従事者従事者従事者従事者世代世代世代世代別別別別実実実実態態態態のののの推移推移推移推移とととと育育育育成成成成対対対対策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県産農産農産農産農水水水水産品産品産品産品のののの学学学学校給食校給食校給食校給食へへへへのののの使使使使用用用用率率率率とととと普普普普及及及及対対対対策策策策とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

14141414 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)))) 少年少年少年少年犯犯犯犯罪罪罪罪のののの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) サイサイサイサイババババーーーー犯犯犯犯罪罪罪罪のののの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 連連連連れれれれ去去去去りりりり事件事件事件事件のののの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策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。。。。

15151515防防防防災災災災対対対対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風８８８８号号号号でででで出出出出されたされたされたされた特別特別特別特別警警警警報報報報のののの対対対対応応応応についてについてについてについて、、、、検検検検証証証証がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが今後今後今後今後のののの県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
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方針方針方針方針をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 氾濫氾濫氾濫氾濫したしたしたした天天天天願川願川願川願川のののの整備整備整備整備はははは急急急急務務務務であるであるであるである。。。。対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 大大大大型型型型化化化化するするするする台風台風台風台風、、、、大大大大雨雨雨雨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るがれるがれるがれる。。。。河川河川河川河川、、、、急急急急斜斜斜斜面面面面等等等等危険箇危険箇危険箇危険箇所所所所のののの点点点点検検検検、、、、整備整備整備整備
計計計計画画画画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県県県県内内内内のののの自自自自主主主主防防防防災災災災組組組組織率織率織率織率のののの状状状状況況況況とととと課題課題課題課題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。。。。

((((5555)))) 市市市市町町町町村村村村のののの防防防防災災災災計計計計画策定画策定画策定画策定状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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

2222 22220000分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（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 総総総総務部関務部関務部関務部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県予算予算予算予算にににに占占占占めるめるめるめる国国国国からのからのからのからの財財財財政政政政支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、一一一一括交付金交付括交付金交付括交付金交付括交付金交付前後過去前後過去前後過去前後過去５５５５年年年年のののの推移推移推移推移はどうはどうはどうはどう
かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 国国国国からのからのからのからの財財財財政政政政支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、全全全全国国国国都道都道都道都道府県府県府県府県とのとのとのとの比較比較比較比較でででで、、、、県民県民県民県民１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり額額額額ののののラララランンンンククククはどうはどうはどうはどう
かかかか、、、、過去過去過去過去５５５５年年年年のデータをのデータをのデータをのデータを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 一一一一括交付金括交付金括交付金括交付金はははは、、、、基地基地基地基地負担負担負担負担のののの受受受受けけけけ入入入入れとれとれとれと関係関係関係関係するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 企企企企画画画画部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 公公公公共共共共交交交交通通通通施施施施策策策策のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導入導入導入導入にににに当当当当たってたってたってたって、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府からからからから、、、、平平平平成成成成22226666年度年度年度年度のののの調査調査調査調査においてにおいてにおいてにおいて、、、、県県県県がががが求求求求めているめているめているめている特特特特
例制例制例制例制度度度度のののの研研研研究究究究、、、、検討検討検討検討をををを行行行行うことになっておりますがうことになっておりますがうことになっておりますがうことになっておりますが、、、、進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ ババババスススス交交交交通通通通のののの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たけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみのののの中中中中でででで、、、、ＩＣＩＣＩＣＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券シシシシスススステテテテムムムムのののの開開開開発発発発はははは欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない
とととと思思思思うがうがうがうが、、、、進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ ババババスススス路線路線路線路線のののの再再再再編編編編についてのについてのについてのについての進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 国国国国際線際線際線際線ターターターターミミミミナナナナルのルのルのルの増改増改増改増改築築築築はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 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

((((1111)))) 学学学学力力力力向向向向上対上対上対上対策策策策のののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後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

ｱｱｱｱ 父母父母父母父母とのかかわりはどうでしたかとのかかわりはどうでしたかとのかかわりはどうでしたかとのかかわりはどうでしたか。。。。

ｲｲｲｲ 地域地域地域地域とのかかわりはどうでしたかとのかかわりはどうでしたかとのかかわりはどうでしたかとのかかわりはどうでしたか。。。。

ｳｳｳｳ 放放放放課課課課後対後対後対後対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 先先先先生生生生方方方方のののの指導方指導方指導方指導方法法法法のののの変化変化変化変化はありましたかはありましたかはありましたかはありましたか。。。。

ｵｵｵｵ 先先先先進進進進校校校校とのとのとのとの交流交流交流交流はははは今後今後今後今後どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 子供子供子供子供のののの非非非非行行行行防止防止防止防止対対対対策策策策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県内内内内のののの非非非非行行行行のののの低低低低年年年年齢齢齢齢化化化化がががが特特特特徴徴徴徴だとだとだとだと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、実実実実態態態態はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 家家家家庭庭庭庭のののの貧困貧困貧困貧困をををを放放放放置置置置するとするとするとすると、、、、子供子供子供子供のののの非非非非行行行行につながることがにつながることがにつながることがにつながることが浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りになっているがりになっているがりになっているがりになっているが、、、、そのそのそのその対対対対
策策策策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

ｳｳｳｳ 地域地域地域地域のののの団団団団体体体体などのなどのなどのなどの協力協力協力協力をををを得得得得るるるる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその対対対対策策策策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) 男男男男女女女女混混混混合合合合名名名名簿簿簿簿のののの活活活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 県県県県内内内内小小小小学学学学校校校校のののの実実実実施施施施状状状状況況況況とととと今後今後今後今後のののの方方方方向向向向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ますいますいますいます。。。。

((((4444)))) しまくとしまくとしまくとしまくとぅぅぅぅばばばば学学学学校教育校教育校教育校教育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ぅぅぅばばばば連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会（（（（照屋照屋照屋照屋義義義義実実実実会長会長会長会長））））からからからから、、、、全学全学全学全学年年年年でででで通常通常通常通常のののの教育教育教育教育課課課課程程程程でのでのでのでの学学学学校教育校教育校教育校教育
にににに導入導入導入導入することやすることやすることやすることや、「、「、「、「しまくとしまくとしまくとしまくとぅぅぅぅばばばば教育教育教育教育セセセセンターンターンターンター」」」」のののの設設設設置置置置をををを求求求求めるめるめるめる陳陳陳陳情情情情がががが出出出出されているがされているがされているがされているが、、、、
対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 教職教職教職教職員員員員のモのモのモのモララララルのルのルのルの再再再再教育教育教育教育についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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4444 福祉福祉福祉福祉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)))) 少少少少子子子子化化化化対対対対策策策策「「「「非常非常非常非常事態事態事態事態宣宣宣宣言言言言」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 全全全全国知事会議国知事会議国知事会議国知事会議でででで「「「「少少少少子子子子非常非常非常非常事態事態事態事態宣宣宣宣言言言言」」」」がががが採択採択採択採択されたされたされたされた。。。。我我我我がががが県県県県のののの対対対対策策策策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 障害障害障害障害者者者者のののの才才才才能能能能をををを披露披露披露披露するするするするイベイベイベイベントントントント開催開催開催開催についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人々々々々のののの社社社社会会会会参加参加参加参加をををを後後後後押押押押しするしするしするしする、、、、第第第第１１１１回回回回愛愛愛愛音音音音楽楽楽楽（（（（アアアアネネネネララララ））））音音音音楽祭楽祭楽祭楽祭がががが去去去去るるるる８８８８月月月月33330000日日日日
にににに開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。県県県県はどうかかわったのかはどうかかわったのかはどうかかわったのかはどうかかわったのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 情情情情緒緒緒緒障害児短障害児短障害児短障害児短期期期期治治治治療施療施療施療施設設設設のののの建建建建設設設設のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) ベベベベビビビビーーーーシシシシッッッッターについてターについてターについてターについて、、、、厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省からからからから「「「「ベベベベビビビビーーーーシシシシッッッッターターターター等等等等をををを利用利用利用利用するするするする時時時時のののの留意留意留意留意点点点点につにつにつにつ
いていていていて」」」」のののの通通通通知知知知がなされておりますががなされておりますががなされておりますががなされておりますが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような内内内内容容容容かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 難聴児童難聴児童難聴児童難聴児童のののの補補補補聴器助聴器助聴器助聴器助成成成成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 補補補補聴器聴器聴器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33330000ｄＢｄＢｄＢｄＢ以以以以上上上上70707070ｄＢｄＢｄＢｄＢ未満未満未満未満のののの軽軽軽軽度度度度・・・・中中中中等度等度等度等度のののの難聴児童難聴児童難聴児童難聴児童のののの補補補補聴器聴器聴器聴器
へへへへのののの助助助助成制成制成制成制度度度度をををを、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、助助助助成成成成するするするする場合場合場合場合のののの潜潜潜潜在在在在的対的対的対的対象象象象者者者者数数数数のののの試試試試算算算算やややや、、、、市市市市町町町町村村村村とのとのとのとの
意見意見意見意見交換交換交換交換等等等等をををを行行行行いいいい、、、、実実実実施施施施をををを検討検討検討検討してまいりますとしてまいりますとしてまいりますとしてまいりますと答弁答弁答弁答弁しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、そのそのそのその後後後後どうなったどうなったどうなったどうなった
かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 平平平平成成成成25252525年度年度年度年度、、、、学学学学校校校校保保保保健統健統健統健統計計計計調査報調査報調査報調査報告告告告書書書書によりますとによりますとによりますとによりますと、、、、軽軽軽軽度度度度・・・・中中中中等度等度等度等度のののの難聴難聴難聴難聴とされるとされるとされるとされる本県本県本県本県
のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒はははは、、、、小小小小学学学学生生生生529529529529名名名名（（（（0000....84848484％％％％）、）、）、）、中学中学中学中学生生生生228228228228名名名名（（（（0000....77773333％％％％）、）、）、）、高高高高校校校校生生生生199199199199名名名名（（（（0000....66666666％％％％））））
とととと推推推推定定定定されておりますされておりますされておりますされております。。。。全全全全児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒をををを助助助助成成成成するするするする場合場合場合場合、、、、予算予算予算予算はははは幾幾幾幾らららら必必必必要要要要かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減減減減少少少少症症症症についてについてについてについて
　一　一　一　一昨昨昨昨年年年年３３３３月月月月にににに西原西原西原西原町町町町のののの小小小小学学学学生生生生がががが体体体体育育育育のののの授授授授業中業中業中業中にににに転倒転倒転倒転倒しししし、、、、脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減減減減少少少少症症症症をををを発発発発症症症症したしたしたした事事事事
故故故故のののの当該児童当該児童当該児童当該児童やややや、、、、家家家家族族族族へへへへのののの補補補補償償償償問問問問題題題題はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。県県県県教育教育教育教育委委委委員会員会員会員会はははは町教育町教育町教育町教育委委委委員員員員
会会会会のののの報報報報告告告告をををを受受受受けるだけではなくけるだけではなくけるだけではなくけるだけではなく、、、、積極積極積極積極的的的的にかかわるべきだとにかかわるべきだとにかかわるべきだとにかかわるべきだ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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 医療医療医療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)))) 僻僻僻僻地地地地医師医師医師医師確保対確保対確保対確保対策策策策についてについてについてについて（（（（基基基基金金金金22220000億億億億））））

ｱｱｱｱ 基基基基金金金金のののの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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) デンデンデンデンググググ熱症熱症熱症熱症ややややレプレプレプレプトトトトススススピピピピララララ症症症症対対対対策策策策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 農林農林農林農林水水水水産産産産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)))) 漁漁漁漁業業業業専門専門専門専門学学学学校校校校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

ｱｱｱｱ 後後後後継継継継者者者者育育育育成成成成のためにはのためにはのためにはのためには、、、、実実実実践践践践指導指導指導指導をするをするをするをする機関機関機関機関がががが必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。またまたまたまた、、、、設設設設置置置置すすすす
るるるる考考考考ええええはないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 漁漁漁漁業業業業者者者者がががが５５５５年前年前年前年前にににに比比比比べるとべるとべるとべると6666....6666％％％％減減減減ってきているってきているってきているってきている大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその対対対対策策策策はどうはどうはどうはどう
かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 魅魅魅魅力力力力あるあるあるある漁漁漁漁業業業業はどうあるべきかはどうあるべきかはどうあるべきかはどうあるべきか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) ククククロマロマロマロマググググロロロロのののの資源資源資源資源回復回復回復回復のためにのためにのためにのために、、、、県県県県がとるべきがとるべきがとるべきがとるべき方方方方策策策策はははは何何何何かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 農農農農業業業業をををを成成成成長長長長産産産産業業業業にするためのにするためのにするためのにするための施施施施策策策策はどうあるべきとはどうあるべきとはどうあるべきとはどうあるべきと考考考考ええええるかるかるかるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 台風台風台風台風にににに強強強強いいいい農農農農業業業業はどうあるべきとはどうあるべきとはどうあるべきとはどうあるべきと考考考考ええええるかるかるかるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 商商商商工工工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)))) 太太太太陽光陽光陽光陽光売売売売電電電電接接接接続続続続保留保留保留保留555500000000件件件件についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しはどうなっているかしはどうなっているかしはどうなっているかしはどうなっているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 小小小小規模規模規模規模企企企企業振興業振興業振興業振興基本基本基本基本法法法法とととと支援支援支援支援法法法法についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 最最最最大大大大ののののポポポポイイイイントとントとントとントと地地地地方自方自方自方自治体治体治体治体のののの責責責責務務務務をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 災害災害災害災害防止防止防止防止対対対対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 記記記記録録録録的的的的なななな降降降降雨雨雨雨によるによるによるによる災害災害災害災害予予予予想想想想箇箇箇箇所所所所はははは、、、、県県県県内内内内にににに何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその対対対対策策策策はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって
いるかいるかいるかいるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 津波被津波被津波被津波被害害害害をををを最最最最小小小小限限限限にににに食食食食いとめるためのいとめるためのいとめるためのいとめるための避避避避難難難難タタタタワワワワーはーはーはーは、、、、県県県県全全全全体体体体でででで何何何何カカカカ所所所所必必必必要要要要とととと考考考考ええええるかるかるかるか。。。。まままま
たたたた、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう支援支援支援支援していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 警警警警察察察察行政行政行政行政についてについてについてについて
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((((1111)))) ネネネネッッッットによるトによるトによるトによる振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺のののの現状現状現状現状とととと対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 少年少年少年少年非非非非行行行行のののの現状現状現状現状とととと対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 出会出会出会出会いいいい系系系系サイサイサイサイトによるトによるトによるトによる被被被被害害害害状状状状況況況況とととと防止防止防止防止対対対対策策策策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。。。。

11110000 文化文化文化文化、、、、観観観観光光光光、、、、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)))) 観観観観光光光光関関関関連連連連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 観観観観光入光入光入光入域域域域客客客客数数数数がががが、、、、これまでにないこれまでにないこれまでにないこれまでにない伸伸伸伸びびびびをををを示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、要要要要因因因因はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もっともっともっともっと伸伸伸伸
ばしていくにはどのようなばしていくにはどのようなばしていくにはどのようなばしていくにはどのような対対対対策策策策がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええるかるかるかるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 観観観観光光光光資源資源資源資源のののの開開開開発発発発はははは、、、、どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ススススポポポポーーーーツツツツ関関関関連連連連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 空空空空手道手道手道手道会会会会館館館館建建建建設設設設のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 公公公公共共共共施施施施設設設設としてのとしてのとしてのとしてのボクボクボクボクシシシシンンンングリグリグリグリンンンンググググのののの整備整備整備整備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いますいますいますいます。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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

3333 11116666分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて
　日本　日本　日本　日本共共共共産産産産党党党党県議県議県議県議団団団団をををを代代代代表表表表してしてしてして知事知事知事知事にににに質問質問質問質問をしますをしますをしますをします。。。。私私私私はははは、、、、仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事がががが大大大大田田田田県政時県政時県政時県政時代代代代
にににに、、、、沖縄県出沖縄県出沖縄県出沖縄県出身身身身のののの初初初初のののの政府官政府官政府官政府官僚僚僚僚としてとしてとしてとして、、、、政府政府政府政府とのとのとのとのパイパイパイパイププププ役役役役をををを果果果果たしてもらうというたしてもらうというたしてもらうというたしてもらうという大大大大きなきなきなきな期期期期待待待待
のもとにのもとにのもとにのもとに副副副副知事知事知事知事にににに就就就就任任任任されてからされてからされてからされてから今日今日今日今日までまでまでまで、、、、そのそのそのその仕仕仕仕事事事事ぶぶぶぶりをりをりをりを見見見見てきましたてきましたてきましたてきました。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの沖縄沖縄沖縄沖縄はははは
絶絶絶絶ええええずずずず国国国国策策策策にににに翻弄翻弄翻弄翻弄されされされされ、、、、憲憲憲憲法法法法上上上上もももも保保保保障障障障されているされているされているされている地地地地方自方自方自方自治治治治はははは踏踏踏踏みみみみにじられにじられにじられにじられ県民生県民生県民生県民生活活活活はははは犠牲犠牲犠牲犠牲
をををを強強強強いられてきましたいられてきましたいられてきましたいられてきました。。。。このようなこのようなこのようなこのような状状状状況況況況のののの中中中中でででで、、、、仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事がががが県民生県民生県民生県民生活活活活をををを守守守守るためにるためにるためにるために「「「「官官官官僚僚僚僚」」」」
のののの経経経経験験験験をををを生生生生かしてかしてかしてかして国国国国策策策策からからからから県民県民県民県民をををを守守守守るためのるためのるためのるための防防防防波堤波堤波堤波堤のののの役割役割役割役割をををを果果果果たしてもらたしてもらたしてもらたしてもらええええることをることをることをることを期期期期待待待待もしもしもしもし
てきましたてきましたてきましたてきました。。。。ところがところがところがところが現現現現実実実実にはにはにはには県民県民県民県民のののの期期期期待待待待をををを裏切裏切裏切裏切るるるる事態事態事態事態がががが進行進行進行進行していますしていますしていますしています。。。。最最最最悪悪悪悪のののの国国国国策策策策のののの押押押押
しつけであるしつけであるしつけであるしつけである米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地建建建建設設設設のためにのためにのためにのために、、、、政府政府政府政府のののの先先先先兵兵兵兵のののの役割役割役割役割をををを果果果果たしたしたしたし、、、、まるでまるでまるでまるで政府政府政府政府のののの任任任任命命命命知事知事知事知事
ではないのかとではないのかとではないのかとではないのかと疑疑疑疑われるようなわれるようなわれるようなわれるような現現現現在在在在のののの事態事態事態事態をををを見見見見るとるとるとると残残残残念念念念でなりませでなりませでなりませでなりませんんんん。。。。政府政府政府政府はははは辺野古辺野古辺野古辺野古のののの新基新基新基新基
地地地地建建建建設設設設のためにのためにのためにのために力力力力ずくでずくでずくでずくで県民県民県民県民にににに襲襲襲襲いかかってきていますいかかってきていますいかかってきていますいかかってきています。。。。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設設設のためにのためにのためにのために、、、、沖沖沖沖
縄選出縄選出縄選出縄選出のののの５５５５名名名名のののの国会議員国会議員国会議員国会議員がががが屈屈屈屈服服服服させられさせられさせられさせられ、、、、自自自自民民民民党党党党県県県県連連連連もももも公公公公約約約約をををを踏踏踏踏みみみみにじってにじってにじってにじって辺野古辺野古辺野古辺野古のののの埋立埋立埋立埋立
容認容認容認容認にににに転換転換転換転換させられさせられさせられさせられ、、、、そしてそしてそしてそして知事知事知事知事までまでまでまで県民県民県民県民をををを裏切裏切裏切裏切るるるる事態事態事態事態となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、県民県民県民県民総総総総意意意意でででで
あるあるあるある「「「「建建建建白白白白書書書書」」」」がががが知事知事知事知事とととと自自自自民民民民党党党党によってによってによってによって踏踏踏踏みみみみにじられることになりましたにじられることになりましたにじられることになりましたにじられることになりました。。。。しかししかししかししかし、、、、県民県民県民県民のののの間間間間にににに
はこのはこのはこのはこの事態事態事態事態にににに対対対対するするするする怒怒怒怒りがりがりがりが大大大大きくきくきくきく燃燃燃燃ええええ広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。ママママスコミスコミスコミスコミのののの県民県民県民県民世世世世論論論論調査調査調査調査でもでもでもでも88880000％％％％以以以以
上上上上がががが新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設にににに反対反対反対反対をををを表明表明表明表明していますしていますしていますしています。。。。ところがところがところがところが現現現現実実実実にはにはにはには知事知事知事知事がががが政府政府政府政府にかわってにかわってにかわってにかわって国国国国策策策策をををを
押押押押しつけるしつけるしつけるしつける事態事態事態事態となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。そこでそこでそこでそこで知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 米米米米軍軍軍軍基地問基地問基地問基地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの５５５５年年年年以内運用停止以内運用停止以内運用停止以内運用停止についてについてについてについて

ｱｱｱｱ そのそのそのその内実内実内実内実がががが不不不不明明明明ではないかではないかではないかではないか。。。。米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊のののの任任任任務務務務のののの停止停止停止停止をををを求求求求めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。

ｲｲｲｲ それはそれはそれはそれは海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊がががが拒否拒否拒否拒否するのはするのはするのはするのは明明明明瞭瞭瞭瞭であるであるであるである。。。。それをどうそれをどうそれをどうそれをどう解解解解決決決決するのかするのかするのかするのか。。。。方方方方策策策策はははは持持持持っているっているっているっている
のかのかのかのか。。。。

ｳｳｳｳ 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権ではではではでは米米米米軍軍軍軍にににに県民県民県民県民のためにのためにのためにのために「「「「運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」のののの交交交交渉渉渉渉をををを進進進進めることはできないとめることはできないとめることはできないとめることはできないと思思思思うがうがうがうが、、、、
知事知事知事知事にはにはにはには確信確信確信確信があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。

ｴｴｴｴ 結結結結局局局局、、、、そのそのそのその要求要求要求要求はははは目目目目くらましにすくらましにすくらましにすくらましにすぎぎぎぎないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか。。。。

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古へへへへのののの新基地新基地新基地新基地建建建建設問設問設問設問題題題題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平平平平成成成成23232323年年年年５５５５月月月月28282828日日日日のののの政府政府政府政府へへへへのののの要要要要望望望望書書書書ではではではでは、「、「、「、「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの移設移設移設移設についてはについてはについてはについては、、、、地元地元地元地元のののの
理解理解理解理解がががが得得得得られないられないられないられない移設移設移設移設案案案案をををを実実実実現現現現することはすることはすることはすることは事事事事実実実実上上上上不可能不可能不可能不可能でありますでありますでありますであります。。。。県外移設県外移設県外移設県外移設にににに取取取取りりりり組組組組
んんんんでいただきたいでいただきたいでいただきたいでいただきたい。」。」。」。」とありましたとありましたとありましたとありました。。。。埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認はははは「「「「地元地元地元地元のののの理解理解理解理解」」」」がががが得得得得られるとられるとられるとられると判断判断判断判断したしたしたした結果結果結果結果
のののの結結結結論論論論なのかなのかなのかなのか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場代代代代替替替替施施施施設設設設建建建建設事設事設事設事業業業業にににに係係係係るるるる環境影響環境影響環境影響環境影響評価評価評価評価書書書書にににに対対対対するするするする知事意見知事意見知事意見知事意見」」」」においてにおいてにおいてにおいて
「「「「当該当該当該当該評価評価評価評価書書書書でででで示示示示されたされたされたされた環境環境環境環境保保保保全全全全措措措措置置置置ではではではでは、、、、事事事事業実業実業実業実施施施施区区区区域域域域周周周周辺域辺域辺域辺域のののの生生生生活活活活環境環境環境環境及及及及びびびび自自自自
然然然然環境環境環境環境のののの保保保保全全全全をををを図図図図ることはることはることはることは不可能不可能不可能不可能とととと考考考考ええええるるるる」」」」とあったがとあったがとあったがとあったが、、、、これがどうしてこれがどうしてこれがどうしてこれがどうして埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに急展急展急展急展
開開開開したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

ｳｳｳｳ 地元地元地元地元のののの名護市名護市名護市名護市からのからのからのからの「「「「公公公公有水面有水面有水面有水面埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて承認承認承認承認書書書書にににに関関関関するするするする意見意見意見意見」」」」をなをなをなをなぜぜぜぜ無無無無視視視視したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

ｴｴｴｴ 県県県県内内内内外外外外のののの多多多多くのくのくのくの自自自自然然然然保護保護保護保護団団団団体体体体やややや、、、、世界世界世界世界的的的的なななな著著著著名人名人名人名人からからからから埋立反対埋立反対埋立反対埋立反対のののの声声声声がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。
知事知事知事知事はははは承知承知承知承知でこれらのでこれらのでこれらのでこれらの声声声声をををを無無無無視視視視してきたのかしてきたのかしてきたのかしてきたのか。。。。

ｵｵｵｵ 「「「「現時現時現時現時点点点点でででで取取取取りりりり得得得得るとるとるとると考考考考ええええられるられるられるられる措措措措置置置置がががが講講講講じられているじられているじられているじられている」」」」とととと判断判断判断判断してしてしてして埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をしているをしているをしているをしている
がががが、、、、何何何何をををを基基基基準準準準にににに判断判断判断判断したのかしたのかしたのかしたのか。。。。
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ｶｶｶｶ 「「「「環境環境環境環境保保保保全策全策全策全策についてについてについてについて、、、、ママママニニニニュアュアュアュアルルルル等等等等をををを作成作成作成作成してしてしてして米米米米軍軍軍軍にににに示示示示すことによってすことによってすことによってすことによって周周周周知知知知するするするする。。。。米米米米軍軍軍軍
がががが聞聞聞聞かないかないかないかない場合場合場合場合にはにはにはには繰繰繰繰りりりり返返返返しししし周周周周知知知知するするするする。」。」。」。」とあるがこれではとあるがこれではとあるがこれではとあるがこれでは無無無無責責責責任任任任ではないかではないかではないかではないか。。。。米米米米軍軍軍軍ががががママママ
ニニニニュアュアュアュアルルルル等等等等をををを守守守守るるるる保保保保証証証証はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

ｷｷｷｷ 「「「「現時現時現時現時点点点点でででで取取取取りりりり得得得得るとるとるとると考考考考ええええられるられるられるられる措措措措置置置置がががが講講講講じられているじられているじられているじられている」」」」とととと言言言言ってってってって具具具具体的体的体的体的なななな環境環境環境環境保保保保全策全策全策全策はははは
ないにもかかわらずないにもかかわらずないにもかかわらずないにもかかわらず、、、、詭詭詭詭弁弁弁弁をををを弄弄弄弄しているしているしているしている。。。。

ｸｸｸｸ 沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局のののの回答回答回答回答はははは「「「「必必必必要要要要なななな措措措措置置置置をををを検討検討検討検討しししし、、、、適適適適正正正正にににに実実実実施施施施していくしていくしていくしていく」」」」とあるだけでとあるだけでとあるだけでとあるだけで「「「「何何何何をすをすをすをす
るかるかるかるか」」」」はないはないはないはない。。。。具具具具体的体的体的体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような措措措措置置置置をとったかをとったかをとったかをとったか説説説説明明明明せよせよせよせよ。。。。既既既既にににに工工工工事事事事はははは着着着着工工工工されているされているされているされている
がががが、、、、ママママニニニニュアュアュアュアルルルル等等等等はははは作成作成作成作成されているかされているかされているかされているか。。。。

ｹｹｹｹ ママママニニニニュアュアュアュアルルルル等等等等のののの作成作成作成作成はははは防衛局防衛局防衛局防衛局かかかか土土土土木木木木部部部部かかかか、、、、まだそのまだそのまだそのまだその責責責責任任任任がががが不不不不明確明確明確明確。。。。

ｺｺｺｺ 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認はははは、、、、基地基地基地基地のないのないのないのない沖縄沖縄沖縄沖縄をををを目目目目指指指指すすすす21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンにンにンにンに反反反反するのではないかするのではないかするのではないかするのではないか。。。。

((((3333)))) 新基地新基地新基地新基地のののの機機機機能能能能・・・・役割役割役割役割についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米政府日米政府日米政府日米政府がががが辺野古辺野古辺野古辺野古へへへへのののの新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設にこだわっているにこだわっているにこだわっているにこだわっている理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 米米米米軍軍軍軍がががが求求求求めているめているめているめている基地機基地機基地機基地機能能能能はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか。。。。

ｳｳｳｳ 防衛局防衛局防衛局防衛局はははは「「「「現現現現在在在在、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場にににに所在所在所在所在しているしているしているしているヘリヘリヘリヘリ部隊部隊部隊部隊のののの機機機機能能能能をををを発発発発揮揮揮揮するためにするためにするためにするために必必必必要要要要
なななな施施施施設設設設はははは、、、、今回今回今回今回のののの代代代代替替替替施施施施設設設設のののの中中中中にににに維持維持維持維持されているされているされているされている。。。。例例例例ええええばばばば弾薬弾薬弾薬弾薬のののの装弾装弾装弾装弾エエエエリアリアリアリアのののの関係関係関係関係でででで
いいいいええええばばばば、、、、現現現現在在在在はははは嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地ののののほほほほうにうにうにうに所在所在所在所在しているがしているがしているがしているが、、、、距距距距離離離離的的的的にかなりとにかなりとにかなりとにかなりと遠遠遠遠くなってしまうくなってしまうくなってしまうくなってしまう
のでのでのでので、、、、そういったものはそういったものはそういったものはそういったものは代代代代替替替替施施施施設設設設ののののほほほほうでうでうでうで保保保保有有有有するするするする必必必必要要要要があるがあるがあるがある。」。」。」。」とととと説説説説明明明明をををを委委委委員会員会員会員会でででで行行行行っっっっ
ているているているている。。。。またまたまたまた、、、、アアアアメメメメリカリカリカリカのののの国国国国防総防総防総防総省省省省はははは「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場移設移設移設移設先先先先のののの施施施施設設設設のののの条条条条件件件件はははは、、、、代代代代替替替替施施施施設設設設
としてのとしてのとしてのとしての条条条条件件件件ではなくではなくではなくではなく、、、、そのそのそのその運用運用運用運用上上上上のののの必必必必要要要要条条条条件件件件にににに基基基基づづづづくものであるくものであるくものであるくものである。（。（。（。（代代代代替替替替とするとするとするとする））））日本政日本政日本政日本政
府府府府のののの移設基移設基移設基移設基準準準準をををを、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの移設移設移設移設にににに適適適適用用用用することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。（。（。（。（移設移設移設移設によってによってによってによって））））部隊部隊部隊部隊
がががが分分分分散散散散しししし、、、、これまでこれまでこれまでこれまで共有共有共有共有していたしていたしていたしていた資資資資産産産産もももも共有共有共有共有できなくなりできなくなりできなくなりできなくなり、、、、またまたまたまた、、、、新新新新しいしいしいしい任任任任務務務務条条条条件件件件（（（（ＭＶＭＶＭＶＭＶ
22222222））））のののの必必必必要性要性要性要性及及及及びびびび海上海上海上海上施施施施設設設設をををを離離離離れてのれてのれてのれての運用運用運用運用にににに起因起因起因起因するするするする通常通常通常通常とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる条条条条件件件件のためにのためにのためにのために資資資資
産産産産のののの増増増増加加加加がががが必必必必要要要要となるであろうとなるであろうとなるであろうとなるであろう。」。」。」。」これらはこれらはこれらはこれらは、、、、知事知事知事知事がががが県民県民県民県民にににに説説説説明明明明してきたしてきたしてきたしてきた内内内内容容容容とととと違違違違うのではうのではうのではうのでは
ないかないかないかないか。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のためにのためにのためにのために軍軍軍軍事基地事基地事基地事基地建建建建設設設設をををを推進推進推進推進しているがしているがしているがしているが、、、、以以以以下下下下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。。。。

ｱｱｱｱ 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの任任任任務務務務、、、、役割役割役割役割はははは知知知知っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。

ｲｲｲｲ 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊はははは敵陣敵陣敵陣敵陣地地地地にににに奇襲攻奇襲攻奇襲攻奇襲攻撃撃撃撃をををを仕掛仕掛仕掛仕掛けるけるけるける侵略侵略侵略侵略部隊部隊部隊部隊でででで最最最最もどうもうでもどうもうでもどうもうでもどうもうで危険危険危険危険なななな軍軍軍軍隊隊隊隊であるであるであるである。。。。沖沖沖沖
縄縄縄縄をををを守守守守るるるる任任任任務務務務があるとがあるとがあるとがあると思思思思うかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄をををを守守守守るとるとるとると言言言言っているっているっているっている米米米米軍軍軍軍はははは、、、、県民県民県民県民のののの生生生生命命命命・・・・財財財財産産産産をををを守守守守ってきたかってきたかってきたかってきたか。。。。

ｴｴｴｴ 本県議会本県議会本県議会本県議会はこれまではこれまではこれまではこれまで海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの撤退撤退撤退撤退をををを求求求求めるめるめるめる決決決決議議議議をををを行行行行っているっているっているっている。。。。知知知知っているかっているかっているかっているか。。。。

ｵｵｵｵ 復帰後復帰後復帰後復帰後からからからから現現現現在在在在までのまでのまでのまでの米米米米軍軍軍軍人人人人軍軍軍軍属属属属によるによるによるによる犯犯犯犯罪罪罪罪のののの実実実実態態態態はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち海兵海兵海兵海兵
隊隊隊隊によるによるによるによる犯犯犯犯罪罪罪罪のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合をををを示示示示せせせせ。。。。

((((5555)))) 菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官のののの談話談話談話談話についてについてについてについて
　菅氏　菅氏　菅氏　菅氏はははは、、、、移設問移設問移設問移設問題題題題でででで知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認でででで、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古のののの基地基地基地基地建建建建設問設問設問設問題題題題はははは終終終終わったわったわったわった。「。「。「。「最最最最大大大大のののの
関関関関心心心心はははは（（（（昨昨昨昨年年年年末末末末にににに））））沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認するかどうかだったするかどうかだったするかどうかだったするかどうかだった」」」」とととと指指指指摘摘摘摘。。。。仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事のののの
承認承認承認承認でででで「「「「一一一一つのつのつのつの区区区区切切切切りがりがりがりが付付付付いているいているいているいている」」」」とととと述述述述べべべべ、、、、移設問移設問移設問移設問題題題題はははは知事選知事選知事選知事選のののの争争争争点点点点にならないとのにならないとのにならないとのにならないとの認認認認
識識識識をあらためてをあらためてをあらためてをあらためて示示示示したしたしたした。「。「。「。「普天普天普天普天間間間間のののの危険危険危険危険除去除去除去除去やややや日本日本日本日本のののの安安安安全全全全保保保保障障障障、、、、米米米米軍軍軍軍のののの抑抑抑抑止止止止力力力力をををを考考考考ええええたとたとたとたと
きききき、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古がががが唯唯唯唯一一一一のののの選選選選択択択択肢肢肢肢とのとのとのとの政府政府政府政府のののの考考考考ええええ方方方方はははは変変変変わらないわらないわらないわらない」」」」とととと強強強強調調調調したしたしたした。。。。このこのこのこの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは米米米米軍軍軍軍
基地基地基地基地建建建建設設設設のためにのためにのためにのために沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの「「「「新基地新基地新基地新基地建建建建設反対設反対設反対設反対」」」」のののの総総総総意意意意をををを踏踏踏踏みみみみにじりにじりにじりにじり、、、、国国国国策策策策にににに県民県民県民県民をををを従従従従
わせようとするわせようとするわせようとするわせようとする暴挙暴挙暴挙暴挙のののの独裁独裁独裁独裁だだだだ。。。。県民県民県民県民はこのはこのはこのはこの圧圧圧圧力力力力にににに決決決決してしてしてして屈屈屈屈服服服服しないしないしないしない。。。。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、、、、
あくまであくまであくまであくまで国国国国策策策策押押押押しつけのしつけのしつけのしつけの政府政府政府政府のののの圧圧圧圧力力力力にににに知事知事知事知事がががが屈屈屈屈服服服服したしたしたした結果結果結果結果だということがだということがだということがだということが証証証証明明明明されたとされたとされたとされたと考考考考
ええええるがるがるがるが、、、、このこのこのこの発言発言発言発言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所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの争争争争点点点点についてについてについてについて
　選挙　選挙　選挙　選挙のののの争争争争点点点点はははは、、、、国国国国策策策策優優優優先先先先かかかか県民意県民意県民意県民意志志志志のののの尊重尊重尊重尊重かがかがかがかが問問問問われているわれているわれているわれている。。。。

((((1111)))) 県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めめめめ再選再選再選再選したしたしたした前回選挙前回選挙前回選挙前回選挙のののの公公公公約約約約からからからから大大大大きくきくきくきく転換転換転換転換、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを推進推進推進推進するするするする安安安安倍倍倍倍政政政政
権権権権とととと足足足足並並並並みみみみをそろをそろをそろをそろええええるるるる理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの総総総総意意意意になっているになっているになっているになっている「「「「建建建建白白白白書書書書」」」」をををを攻攻攻攻撃撃撃撃しししし、、、、踏踏踏踏みみみみにじるにじるにじるにじる姿勢姿勢姿勢姿勢にはにはにはには民主主義民主主義民主主義民主主義はないはないはないはない。。。。
完完完完全全全全にににに県民県民県民県民をををを裏切裏切裏切裏切るものであるとるものであるとるものであるとるものであると考考考考ええええるがるがるがるが、、、、所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長はははは「「「「米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地はははは経済経済経済経済発発発発展展展展のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因」」」」というというというという指指指指摘摘摘摘をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知知知知
事事事事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 基地基地基地基地建建建建設設設設のののの強行強行強行強行にににに対対対対してしてしてして、、、、知事知事知事知事はははは県民県民県民県民のののの命命命命・・・・安安安安全全全全をををを守守守守るるるる立立立立場場場場からからからから、、、、工工工工事事事事中止中止中止中止をををを申申申申しししし入入入入れれれれ
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るべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか。。。。

ｱｱｱｱ 戦戦戦戦後後後後、、、、米米米米軍軍軍軍がががが銃剣銃剣銃剣銃剣ととととブブブブルルルルドドドドーーーーザザザザーでーでーでーで県民県民県民県民のののの土土土土地地地地をををを強強強強奪奪奪奪してしてしてして建建建建設設設設したのがしたのがしたのがしたのが現現現現在在在在のののの基地基地基地基地
だだだだ。。。。今度今度今度今度、、、、同同同同じじじじ手法手法手法手法でででで県民県民県民県民をををを弾圧弾圧弾圧弾圧してしてしてして基地基地基地基地建建建建設設設設をををを進進進進めているめているめているめている。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古へへへへのののの新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をををを県民県民県民県民のののの反対反対反対反対運動運動運動運動をををを弾圧弾圧弾圧弾圧しししし、、、、権権権権力力力力をををを動動動動員員員員してしてしてして、、、、力力力力
ずくでずくでずくでずくで工工工工事事事事をををを強行強行強行強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県民県民県民県民のののの安安安安全全全全をををを守守守守るるるる義務義務義務義務があるのにながあるのにながあるのにながあるのになぜぜぜぜ、、、、黙黙黙黙認認認認していしていしていしてい
るのかるのかるのかるのか。。。。

((((5555)))) 高江高江高江高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建建建建設現設現設現設現場場場場でででで、、、、県県県県道道道道70707070号線号線号線号線（（（（ＮＮＮＮ１１１１工区工区工区工区入入入入口口口口））））のののの路側帯路側帯路側帯路側帯をををを立立立立入入入入禁禁禁禁止止止止地域地域地域地域にしにしにしにし
ようとするようとするようとするようとする動動動動きがあるがきがあるがきがあるがきがあるが、、、、事事事事実実実実をををを掌掌掌掌握握握握しているかしているかしているかしているか。。。。

ｱｱｱｱ 事事事事実実実実であればであればであればであれば、、、、そのそのそのその計計計計画画画画をををを中止中止中止中止させるべきださせるべきださせるべきださせるべきだ。。。。決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 先先先先のののの選挙選挙選挙選挙のののの結果結果結果結果についてについてについてについて（（（（高江高江高江高江でででで国家国家国家国家権権権権力力力力のののの圧圧圧圧力力力力にもにもにもにも屈屈屈屈せずせずせずせずヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建建建建設反対設反対設反対設反対でででで闘闘闘闘うううう
候補者候補者候補者候補者がががが勝勝勝勝利利利利したしたしたした。。。。民意民意民意民意はははは明確明確明確明確。。。。知事知事知事知事のののの対対対対応応応応はははは従来従来従来従来どおりではどおりではどおりではどおりでは許許許許されないされないされないされない））））知事知事知事知事のののの政治政治政治政治
姿勢姿勢姿勢姿勢をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

4444 教育教育教育教育問問問問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 全全全全国一国一国一国一斉斉斉斉学学学学力力力力テテテテスススストがトがトがトが実実実実施施施施されたがされたがされたがされたが、、、、最最最最下下下下位位位位をををを抜抜抜抜けけけけ出出出出したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみはははは。。。。

((((2222)))) 「「「「過去問対過去問対過去問対過去問対策策策策」、」、」、」、競争競争競争競争主義主義主義主義でででで本本本本物物物物のののの学学学学力力力力はははは身身身身につくのかにつくのかにつくのかにつくのか。。。。

((((3333)))) 子供子供子供子供たちがたちがたちがたちがみみみみずからずからずからずから学学学学ぶぶぶぶ意意意意欲欲欲欲をををを育育育育成成成成することこそすることこそすることこそすることこそ必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、どうですかどうですかどうですかどうですか。。。。

((((4444)))) そのためにはそのためにはそのためにはそのためには少人少人少人少人数学数学数学数学級級級級などなどなどなど教育条教育条教育条教育条件件件件のののの整備整備整備整備こそがこそがこそがこそが重要重要重要重要ではないかではないかではないかではないか。。。。


