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

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 島袋島袋島袋島袋　　　　　　　　大大大大（（（（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 県立特別支援学校県立特別支援学校県立特別支援学校県立特別支援学校をををを那覇市那覇市那覇市那覇市にににに設置設置設置設置するするするする要請要請要請要請についてについてについてについて

2222 県立普天間高校移転県立普天間高校移転県立普天間高校移転県立普天間高校移転についてについてについてについて

3333 待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策についてについてについてについて

4444 ものづくり・ものづくり・ものづくり・ものづくり・工芸工芸工芸工芸についてについてについてについて
　豊見城城址公園　豊見城城址公園　豊見城城址公園　豊見城城址公園へのへのへのへの県立工芸県立工芸県立工芸県立工芸のののの杜杜杜杜（（（（仮称仮称仮称仮称））））建設建設建設建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

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



2

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

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 花城花城花城花城　　　　大輔大輔大輔大輔（（（（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 河川整備事業河川整備事業河川整備事業河川整備事業についてについてについてについて

((((1111)))) 比謝川比謝川比謝川比謝川、、、、与那原川与那原川与那原川与那原川のののの今後今後今後今後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ますいますいますいます。。。。

2222 ＧＩＸＧＩＸＧＩＸＧＩＸ事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) 今後今後今後今後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ますいますいますいます。。。。

3333 海底資源開発海底資源開発海底資源開発海底資源開発についてについてについてについて

((((1111)))) 中国海洋調査船中国海洋調査船中国海洋調査船中国海洋調査船によるによるによるによる主権侵害主権侵害主権侵害主権侵害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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県協議会県協議会県協議会県協議会によるによるによるによる進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと成果報告成果報告成果報告成果報告をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 知事知事知事知事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)))) 国連人権理事会演説国連人権理事会演説国連人権理事会演説国連人権理事会演説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 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（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 松松松松くいくいくいくい虫防除対策虫防除対策虫防除対策虫防除対策についてについてについてについて

2222 赤土流出防止対策赤土流出防止対策赤土流出防止対策赤土流出防止対策についてについてについてについて

3333 北部病院北部病院北部病院北部病院のののの基幹病院構想基幹病院構想基幹病院構想基幹病院構想についてについてについてについて
　北部地域医療　北部地域医療　北部地域医療　北部地域医療のののの現状現状現状現状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

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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

4444 17171717分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（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 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)))) 嘉手納基地所属嘉手納基地所属嘉手納基地所属嘉手納基地所属のののの米海軍米海軍米海軍米海軍ＰＰＰＰ３３３３ＣＣＣＣ哨戒機哨戒機哨戒機哨戒機がががが沖縄周辺地域沖縄周辺地域沖縄周辺地域沖縄周辺地域にににに部品部品部品部品をををを落下落下落下落下させたさせたさせたさせた。。。。ことしだけことしだけことしだけことしだけ
でででで７７７７件目件目件目件目のののの部品落下事故部品落下事故部品落下事故部品落下事故となったがとなったがとなったがとなったが、、、、米軍米軍米軍米軍のののの調査結果調査結果調査結果調査結果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)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場からからからから掘掘掘掘りりりり出出出出されたドラムされたドラムされたドラムされたドラム缶缶缶缶からからからから複数複数複数複数のののの有害物質有害物質有害物質有害物質がががが検出検出検出検出されたされたされたされた問題問題問題問題につにつにつにつ
いていていていて現在現在現在現在までのまでのまでのまでの調査状況調査状況調査状況調査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についてについてについてについて

((((3333)))) 嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺でのでのでのでの環境問題環境問題環境問題環境問題・・・・大気汚染物質及大気汚染物質及大気汚染物質及大気汚染物質及びびびび悪臭物質調査悪臭物質調査悪臭物質調査悪臭物質調査についてについてについてについて
　米軍嘉手納基地周辺　米軍嘉手納基地周辺　米軍嘉手納基地周辺　米軍嘉手納基地周辺でででで住民住民住民住民がががが悪臭悪臭悪臭悪臭によるによるによるによる被害被害被害被害をををを訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。県県県県はははは2015201520152015年度年度年度年度にもにもにもにも環境省環境省環境省環境省
などとなどとなどとなどと協議協議協議協議のののの上上上上でででで悪臭悪臭悪臭悪臭実態実態実態実態調査調査調査調査をををを始始始始めめめめ、、、、規制規制規制規制地域地域地域地域のののの指定指定指定指定やややや基基基基準準準準設設設設定定定定にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとととと答弁答弁答弁答弁しししし
ているがているがているがているが、、、、現在現在現在現在のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況・・・・経過経過経過経過についてについてについてについて

2222 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

((((1111)))) 本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるける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、、、、嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納町町町町ににににおおおおいてはいてはいてはいては平平平平成成成成21212121年年年年４４４４月月月月医療医療医療医療費費費費のののの無料制無料制無料制無料制
度度度度がががが中学中学中学中学３３３３年年年年までまでまでまで引引引引きききき上上上上げげげげられてられてられてられておおおおりますりますりますります。。。。私私私私はははは県議会県議会県議会県議会にににに当選以来当選以来当選以来当選以来、、、、小小小小学校学校学校学校１１１１年年年年未満未満未満未満（（（（就就就就
学学学学前前前前））））そそそそしてしてしてして中学中学中学中学３３３３年年年年までまでまでまで医療医療医療医療費費費費のののの無料制無料制無料制無料制度度度度をををを段階的段階的段階的段階的にににに引引引引きききき上上上上げげげげるるるるべきべきべきべきだとだとだとだと一般一般一般一般質問質問質問質問でででで
取取取取りりりり上上上上げげげげてまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。そそそそのののの結果結果結果結果、、、、平平平平成成成成27272727年年年年10101010月月月月１１１１日日日日よりよりよりより小小小小学校学校学校学校１１１１年年年年未満未満未満未満（（（（就就就就学学学学前前前前））））までまでまでまで
医療医療医療医療費費費費のののの無料化制無料化制無料化制無料化制度度度度がががが全全全全市市市市町村町村町村町村ででででスタスタスタスターーーートトトトいたしますいたしますいたしますいたします。。。。そそそそのののの対対対対象象象象者数者数者数者数とととと財財財財源源源源、、、、市市市市町村町村町村町村とととと
のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 全全全全国国国国でのでのでのでの現物現物現物現物給付制給付制給付制給付制度度度度またはまたはまたはまたは自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いなどのいなどのいなどのいなど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

ｲｲｲｲ 自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いのいのいのいの市市市市町村町村町村町村とのとのとのと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

ｳｳｳｳ 貸付制貸付制貸付制貸付制度度度度をををを導入導入導入導入しししし、、、、病院病院病院病院窓口窓口窓口窓口でのでのでのでの医療医療医療医療費費費費のののの支支支支払払払払いをなくしいをなくしいをなくしいをなくし、、、、見見見見えるえるえるえる形形形形でのでのでのでの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援はははは
ででででききききないかないかないかないか。。。。

((((2222)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、生活生活生活生活・・・・就労就労就労就労支援支援支援支援やややや奨奨奨奨学支援学支援学支援学支援のののの拡充拡充拡充拡充などなどなどなど、、、、貧困貧困貧困貧困からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却にににに向向向向
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現状現状現状現状とととと子子子子どもどもどもども貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策推推推推進進進進法法法法にににに基基基基づくづくづくづく県県県県のののの対策計画対策計画対策計画対策計画のののの策策策策定定定定についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 学童学童学童学童保育保育保育保育のののの利用利用利用利用がががが全全全全国国国国でででで過去最多過去最多過去最多過去最多となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるける状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた共共共共
働働働働きやひきやひきやひきやひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭がががが多多多多いいいい本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるける学童学童学童学童保育保育保育保育のののの待機児童待機児童待機児童待機児童のののの状況状況状況状況とととと解解解解決決決決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いたいいたいいたい。。。。

3333 土土土土木木木木建建建建築築築築関係関係関係関係についてについてについてについて

((((1111)))) 現在現在現在現在のののの最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格はははは、、、、中中中中央央央央公公公公共共共共工事工事工事工事契約制契約制契約制契約制度度度度運用運用運用運用連連連連絡絡絡絡協議会協議会協議会協議会モデルモデルモデルモデルよりよりよりより率率率率のののの高高高高いいいい算算算算
定式定式定式定式をををを用用用用いていていていて、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県財務規則財務規則財務規則財務規則にににに基基基基づづづづきききき、、、、予定価格予定価格予定価格予定価格のののの70707070％％％％からからからから99990000％％％％のののの範囲範囲範囲範囲でででで設設設設定定定定をしをしをしをし、、、、
沖縄建設業沖縄建設業沖縄建設業沖縄建設業審審審審議会議会議会議会でででで、、、、予定価格予定価格予定価格予定価格のののの99990000％％％％がががが適正適正適正適正ででででああああったとったとったとったと６６６６月月月月議会議会議会議会でででで答弁答弁答弁答弁していたがしていたがしていたがしていたが、、、、しししし
かしかしかしかし現状現状現状現状ではではではでは、、、、平平平平成成成成22226666年度土年度土年度土年度土木木木木建建建建築築築築部発部発部発部発注注注注工事工事工事工事ににににおおおおいていていていて、、、、20202020％％％％がががが入札不入札不入札不入札不調調調調となっていまとなっていまとなっていまとなっていま
すすすす。。。。前前前前年度年度年度年度にににに比比比比べべべべてててて１１１１％％％％増加増加増加増加しているしているしているしている状況状況状況状況ですですですです。。。。最低最低最低最低基基基基準価格準価格準価格準価格をををを99990000％％％％からからからから99995555％％％％にににに引引引引きききき上上上上
げげげげることによってることによってることによってることによって不不不不調調調調不不不不落落落落のないのないのないのない適正適正適正適正なななな入札制入札制入札制入札制度度度度がががが維持維持維持維持ででででききききるとるとるとると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 西西西西原原原原町町町町２２２２級級級級河川河川河川河川小波津小波津小波津小波津川川川川改修改修改修改修工事工事工事工事のののの予算予算予算予算とととと完完完完成時成時成時成時期期期期、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状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

((((3333)))) 平平平平成成成成27272727年年年年９９９９月月月月15151515日西日西日西日西原原原原町平町平町平町平園公民園公民園公民園公民館館館館にてにてにてにて小波津小波津小波津小波津川事業住民説川事業住民説川事業住民説川事業住民説明明明明会会会会がががが行行行行わわわわれたれたれたれた。。。。中部土中部土中部土中部土
木木木木のののの職員職員職員職員をををを初初初初めめめめ、、、、西西西西原原原原町職員町職員町職員町職員・・・・地域住民地域住民地域住民地域住民のののの皆皆皆皆ささささんんんんとのとのとのとの意意意意見見見見交換交換交換交換のののの中中中中でででで地地地地元元元元のののの要要要要望望望望にににに沿沿沿沿っっっっ
たたたた河川河川河川河川改修改修改修改修工事工事工事工事はははは進進進進められているのかめられているのかめられているのかめられているのか。。。。

((((4444)))) 北中城北中城北中城北中城村島袋村島袋村島袋村島袋地域地域地域地域のののの雨雨雨雨によるによるによるによる冠水冠水冠水冠水被害被害被害被害についてについてについてについて

((((5555)))) 県県県県はははは伊是伊是伊是伊是名名名名村村村村・・・・伊平屋村伊平屋村伊平屋村伊平屋村をををを結結結結ぶぶぶぶ夢夢夢夢のかけのかけのかけのかけ橋橋橋橋、、、、架橋架橋架橋架橋のののの整備整備整備整備にににに向向向向けけけけ検検検検討討討討をををを開開開開始始始始したしたしたした。。。。同同同同事業事業事業事業
についてはについてはについてはについては、、、、両村両村両村両村がががが50505050年年年年前前前前からからからから要請要請要請要請していたものでしていたものでしていたものでしていたものでああああるるるる。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概概概概要要要要とととと事事事事
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業業業業化化化化にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組み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)))) 伊平屋空港伊平屋空港伊平屋空港伊平屋空港のののの整備整備整備整備のののの概概概概要要要要とととと2021202120212021年度開年度開年度開年度開港港港港にににに向向向向けたけたけたけた作作作作業業業業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

4444 道路道路道路道路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)))) 観光観光観光観光立県立県立県立県としてとしてとしてとして、、、、国国国国道道道道・・・・県県県県道道道道のののの植栽植栽植栽植栽及及及及びびびび除除除除草草草草等等等等のののの管管管管理理理理がががが重重重重要要要要でででであああありますりますりますります。。。。国国国国道道道道・・・・県県県県道道道道ににににおおおお
いていていていて、、、、歩道歩道歩道歩道がががが通通通通行行行行ででででききききないないないないほほほほどのどのどのどの雑草雑草雑草雑草がががが生生生生いいいい茂茂茂茂りりりり、、、、車道車道車道車道をををを歩歩歩歩行行行行しているしているしているしている状況状況状況状況ででででああああるるるる。。。。交通交通交通交通
事故事故事故事故のののの要要要要因因因因ともなりかともなりかともなりかともなりかねねねねないためないためないためないため、、、、そそそそのののの対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国道道道道・・・・県県県県道道道道のののの維持管維持管維持管維持管理理理理・・・・雑草雑草雑草雑草除除除除去費去費去費去費のののの年間年間年間年間予算予算予算予算についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 事業事業事業事業のののの委託方法委託方法委託方法委託方法についてはどうなっているかについてはどうなっているかについてはどうなっているかについてはどうなっているか。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国道道道道・・・・県県県県道道道道のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄被害被害被害被害のののの問題解問題解問題解問題解決決決決とととと対策及対策及対策及対策及びびびび予算予算予算予算についてについてについてについて

((((2222)))) 読谷村読谷村読谷村読谷村大大大大湾交差点湾交差点湾交差点湾交差点（（（（久得牧久得牧久得牧久得牧原原原原線線線線））））からからからから県県県県道道道道74747474号線向号線向号線向号線向けけけけ道道道道のののの駅近駅近駅近駅近くくくくＴＴＴＴ型道路型道路型道路型道路ににににおおおおいていていていて交通交通交通交通
事故事故事故事故・・・・交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞対策対策対策対策についてはについてはについてはについては、、、、一般一般一般一般質問質問質問質問によりによりによりにより解解解解決決決決しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、国国国国道道道道55558888号号号号大大大大湾交差点湾交差点湾交差点湾交差点
（（（（久得牧久得牧久得牧久得牧原原原原線線線線））））・・・・県県県県道道道道６６６６号線古堅給油号線古堅給油号線古堅給油号線古堅給油所所所所前交差点前交差点前交差点前交差点にににに交通安全交通安全交通安全交通安全対策対策対策対策のためのためのためのため道路道路道路道路整備整備整備整備・・・・補助補助補助補助
灯器灯器灯器灯器（（（（矢印信号矢印信号矢印信号矢印信号機機機機））））設置設置設置設置をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 国国国国道道道道55558888号号号号嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ロロロローーーータリタリタリタリーからーからーからーから県県県県道道道道74747474号線号線号線号線（（（（沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市池武当向池武当向池武当向池武当向けけけけ））））にににに右折右折右折右折するするするするＴＴＴＴ型道路型道路型道路型道路にににに
交通安全交通安全交通安全交通安全対策対策対策対策のためのためのためのため補助灯器補助灯器補助灯器補助灯器（（（（矢印信号矢印信号矢印信号矢印信号機機機機））））のののの設置設置設置設置をしていただをしていただをしていただをしていただききききたいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 読谷村読谷村読谷村読谷村大大大大木木木木海海海海産産産産物物物物前前前前からからからからトリイステトリイステトリイステトリイステーーーーションションションション近近近近くのくのくのくの県県県県道道道道６６６６号線号線号線号線、、、、工事工事工事工事ののののおおおおくれにくれにくれにくれに伴伴伴伴いいいい地域地域地域地域
住民住民住民住民やややや商店街商店街商店街商店街からからからから工事工事工事工事ののののあああありりりり方方方方にににに不満不満不満不満がががが出出出出ていますていますていますています。。。。工事工事工事工事のののの完了完了完了完了及及及及びびびびおおおおくれたくれたくれたくれた理理理理由由由由とととと総総総総
予算予算予算予算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)))) 人人人人身身身身事故事故事故事故のののの45454545％％％％はははは交差点交差点交差点交差点でででで起起起起ききききているがているがているがているがそそそそのののの安全安全安全安全対策対策対策対策についてについてについてについて（（（（交差点交差点交差点交差点・・・・横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道・・・・信信信信
号号号号機機機機（（（（補助灯器補助灯器補助灯器補助灯器））））設置設置設置設置によりによりによりにより解解解解決決決決ででででききききないかないかないかないか))))

((((6666)))) 過去過去過去過去にににに事故事故事故事故多多多多発発発発交差点交差点交差点交差点のののの改善改善改善改善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

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興策策策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)))) 平平平平成成成成22228888年度沖縄年度沖縄年度沖縄年度沖縄振興振興振興振興予算予算予算予算についてについてについてについて、、、、県県県県はははは予算予算予算予算額額額額3000300030003000億円台億円台億円台億円台をををを含含含含むむむむ６６６６項項項項目目目目をををを要要要要望望望望したしたしたした
がががが、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府はははは本本本本年度年度年度年度よりよりよりより89898989億円億円億円億円増増増増のののの3423423423429999億円億円億円億円のののの概算概算概算概算要求要求要求要求額額額額をををを決定決定決定決定したしたしたした。。。。県県県県のののの要要要要望望望望どどどどおおおおりりりり
満満満満額回額回額回額回答答答答となったかとなったかとなったかとなったか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ママママイイイイナナナナンンンンババババーーーー制制制制度度度度のののの実実実実施施施施にににに向向向向けけけけ、、、、情情情情報報報報管管管管理理理理体体体体制制制制やややや通通通通知事知事知事知事務作務作務作務作業業業業などなどなどなど県県県県ににににおおおおけるけるけるける準準準準備状備状備状備状
況況況況とととと市市市市町村町村町村町村とのとのとのとの取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。またまたまたまたメメメメリリリリッッッットトトトととととデデデデメメメメリリリリッッッットトトトについてについてについてについて

((((3333)))) 税金税金税金税金・・・・年年年年金金金金のののの一一一一括括括括管管管管理理理理ががががススススムームームームーズズズズにににに（（（（本当本当本当本当にににに））））ででででききききるのかるのかるのかるのか。。。。

((((4444)))) ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪのののの沖縄進出沖縄進出沖縄進出沖縄進出についてについてについてについて、、、、同同同同社役社役社役社役員員員員はははは2012012012016666年度年度年度年度着着着着工工工工、、、、2020202020202020年開業年開業年開業年開業をををを目目目目指指指指しているとのしているとのしているとのしているとの考考考考
えをえをえをえを示示示示したということだがしたということだがしたということだがしたということだが、、、、県県県県はははは政政政政府府府府とととと候候候候補補補補地地地地のののの町町町町やややや関係者関係者関係者関係者とどのようなとどのようなとどのようなとどのような調整調整調整調整をををを行行行行っているっているっているっている
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 県県県県内内内内交通交通交通交通網網網網基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 社社社社会資会資会資会資本本本本整備整備整備整備をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たってたってたってたって、、、、県土県土県土県土のののの有有有有効効効効利用利用利用利用とととと自自自自然景然景然景然景観観観観・・・・保全保全保全保全のののの調調調調和和和和をををを図図図図りながりながりながりなが
らららら、、、、鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道をををを含含含含めためためためた陸陸陸陸上上上上交通交通交通交通網体系網体系網体系網体系をををを図図図図るるるる必必必必要要要要ががががああああるがるがるがるが県県県県のののの基基基基本的本的本的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。。。。
（（（（国国国国際際際際通通通通りまたはりまたはりまたはりまたは那覇市那覇市那覇市那覇市内内内内ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道ＬＲＬＲＬＲＬＲＴＴＴＴ（（（（路路路路面電面電面電面電車車車車））））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））））

((((2222)))) 戦戦戦戦前前前前嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納町町町町はははは、、、、那覇那覇那覇那覇からからからから嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ロロロローーーータリタリタリタリーまでーまでーまでーまで軽便鉄軽便鉄軽便鉄軽便鉄道路線道路線道路線道路線ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。第二次世界第二次世界第二次世界第二次世界
大大大大戦戦戦戦時時時時にににに鉄鉄鉄鉄道道道道・・・・比謝比謝比謝比謝橋橋橋橋もももも破壊破壊破壊破壊されましたされましたされましたされました。。。。国国国国道道道道55558888号号号号のののの比謝比謝比謝比謝橋橋橋橋ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、復復復復元元元元されましたされましたされましたされました
がががが、、、、軽便鉄軽便鉄軽便鉄軽便鉄道道道道ににににおおおおいてはいてはいてはいては復復復復元元元元されてされてされてされておおおおりませりませりませりませんんんん。。。。私私私私はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの振興振興振興振興のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、西西西西回回回回りりりり
那覇那覇那覇那覇からからからから宜野宜野宜野宜野湾湾湾湾・・・・北北北北谷谷谷谷・・・・嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納・・・・読谷読谷読谷読谷とととと東回東回東回東回りりりり南南南南部部部部からからからから西西西西原原原原町町町町・・・・中城中城中城中城村村村村・・・・北中城北中城北中城北中城村村村村・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄
市市市市・・・・北部北部北部北部までまでまでまでモモモモノレノレノレノレーーーールルルルをををを通通通通すことがすことがすことがすことが1000100010001000万万万万観光観光観光観光立県立県立県立県にににに向向向向けけけけ沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興策策策策になるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます
がががが、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

7777 本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるける農林農林農林農林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)))) 平平平平成成成成22226666年度年度年度年度・・・・27272727年度年度年度年度のののの台風台風台風台風によるによるによるによる県県県県内内内内被害状況被害状況被害状況被害状況についてについてについてについて、、、、そそそそのののの概概概概要要要要とととと最最最最もももも被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた
農林農林農林農林水産水産水産水産業業業業のののの状況状況状況状況とととと予予予予測測測測されるされるされるされる今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて

((((2222)))) 畜舎畜舎畜舎畜舎（（（（((((牛牛牛牛・・・・豚豚豚豚・・・・ヤギヤギヤギヤギ・・・・鳥鳥鳥鳥））））などになどになどになどに対対対対するするするする支援支援支援支援はではではではでききききないかないかないかないか。。。。

((((3333)))) ミミミミーーーーババババイイイイ（（（（ヤヤヤヤイトイトイトイトハハハハタタタタ））））・・・・アアアアカカカカジジジジンンンンのののの養殖養殖養殖養殖についてについてについてについて

8888 防防防防犯犯犯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)))) 140140140140万万万万県民県民県民県民のののの安全安全安全安全対策対策対策対策（（（（防防防防犯犯犯犯対策対策対策対策・・・・交通交通交通交通事故対策事故対策事故対策事故対策））））についてについてについてについて

((((2222)))) 防防防防犯犯犯犯カカカカメメメメラのラのラのラの設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの抑抑抑抑止止止止やややや犯罪捜犯罪捜犯罪捜犯罪捜査査査査をををを行行行行うううう上上上上でででで防防防防犯犯犯犯カカカカメメメメラにラにラにラに一定一定一定一定のののの効効効効果果果果
ががががああああるとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、今後今後今後今後警察警察警察警察ににににおおおおいていていていてそそそそのののの設置数設置数設置数設置数ををををふふふふややややしししし、、、、商店街商店街商店街商店街等等等等のののの地域住民地域住民地域住民地域住民のののの安全安全安全安全をををを
守守守守るるるる立場立場立場立場からからからから支援支援支援支援はではではではでききききないかないかないかないか。。。。

((((3333)))) 県民県民県民県民のののの事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故、、、、安全安全安全安全対策対策対策対策のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの全全全全てのてのてのてのタタタタククククシシシシーにーにーにーに防防防防犯犯犯犯用用用用カカカカメメメメラをラをラをラを設置設置設置設置
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ででででききききないかないかないかないか。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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

5555 17171717分分分分 嶺井嶺井嶺井嶺井　　　　　　　　光光光光（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 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 多多多多様様様様なななな人人人人材材材材のののの育育育育成成成成とととと文文文文化化化化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)))) 学校学校学校学校教教教教育育育育のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 小小小小学校学校学校学校ににににおおおおいていていていて学学学学力力力力テストテストテストテストがががが全全全全国国国国20202020位位位位とととと前前前前年年年年からさらにからさらにからさらにからさらに順位順位順位順位をををを上上上上げげげげたたたた。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちのののの自信自信自信自信
をををを高高高高めるものでめるものでめるものでめるものであああありりりり成果成果成果成果をををを評評評評価価価価するするするする。。。。中学校中学校中学校中学校はははは全全全全国国国国とのとのとのとの差差差差がががが縮縮縮縮まったもののまったもののまったもののまったものの最最最最下位下位下位下位ににににああああ
るるるる。。。。昨昨昨昨年年年年24242424位位位位のののの６６６６年年年年生生生生がががが２２２２年後年後年後年後にににに中学校中学校中学校中学校のののの学学学学力力力力テストテストテストテスト対対対対象象象象になるがになるがになるがになるが着着着着実実実実なななな学学学学力力力力向向向向上上上上をををを期期期期
待待待待するものですするものですするものですするものです。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 中高中高中高中高一一一一貫貫貫貫校校校校のののの拡拡拡拡大大大大のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省がががが教教教教職員定職員定職員定職員定数数数数3040304030403040人人人人のののの増員増員増員増員要求要求要求要求をしているをしているをしているをしている。。。。実実実実現現現現すれすれすれすればばばば本本本本県県県県のののの少少少少人数人数人数人数指指指指
導導導導にどのにどのにどのにどの程程程程度見度見度見度見込込込込めるかめるかめるかめるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 産産産産業人業人業人業人材材材材のののの育育育育成成成成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの情情情情報関連人報関連人報関連人報関連人材養材養材養材養成成成成のののの成果成果成果成果とさらなるとさらなるとさらなるとさらなる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。。。。

ｲｲｲｲ 農農農農業業業業、、、、水産水産水産水産業業業業のののの後後後後継継継継者者者者育育育育成成成成のののの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 観光観光観光観光人人人人材材材材のののの育育育育成成成成のののの現状現状現状現状とととと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。。。。

ｴｴｴｴ 建設建設建設建設産産産産業業業業のののの人人人人材材材材育育育育成策成策成策成策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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、、、、米軍基地問題等米軍基地問題等米軍基地問題等米軍基地問題等についてについてについてについて

((((1111)))) 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危険性危険性危険性危険性除除除除去去去去・・・・返返返返還還還還はははは国国国国のののの実実実実行待行待行待行待ちちちちなのかなのかなのかなのか、、、、知事知事知事知事のののの具体具体具体具体的的的的なななな行行行行動動動動はははは
ないのかないのかないのかないのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「辺辺辺辺野野野野古古古古移設移設移設移設」」」」でででで県民県民県民県民をををを二二二二分分分分しているのはしているのはしているのはしているのは良好良好良好良好なななな状況状況状況状況ではないではないではないではない。。。。知事知事知事知事はははは公公公公約実約実約実約実現現現現としてとしてとしてとして埋埋埋埋
めめめめ立立立立てててて取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを表表表表明明明明したしたしたした。。。。司司司司法法法法判判判判断断断断になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性ももももああああるがるがるがるが早早早早期決期決期決期決着着着着をををを望望望望むむむむものでものでものでものでああああるるるる。。。。
知事知事知事知事はははは、、、、司司司司法法法法判判判判断断断断によるによるによるによる結果結果結果結果でででで本本本本件件件件はははは終局終局終局終局するものとするものとするものとするものと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県政県政県政県政運運運運営営営営のののの職員職員職員職員体体体体制制制制についてについてについてについて

ｱｱｱｱ アジアアジアアジアアジアのののの成長成長成長成長をををを取取取取りりりり込込込込んんんんでででで日本日本日本日本ののののフフフフロントロントロントロントラララランンンンナナナナーとなることをーとなることをーとなることをーとなることを目目目目指指指指すにはすにはすにはすにはそそそそれれれれ相相相相当当当当のののの人人人人
員員員員配配配配置置置置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組組組組織体織体織体織体制制制制をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 本本本本県特有県特有県特有県特有のののの課題課題課題課題にににに対対対対するするするする職員職員職員職員体体体体制制制制のののの考考考考ええええ方方方方とととと配配配配置状況置状況置状況置状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 職員職員職員職員体体体体制制制制のののの人人人人口口口口類似類似類似類似県県県県とのとのとのとの対比対比対比対比、、、、予算規予算規予算規予算規模模模模でのでのでのでの対比対比対比対比をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 平平平平和外和外和外和外交交交交・・・・経経経経済戦略済戦略済戦略済戦略についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 中国中国中国中国のののの海洋進出海洋進出海洋進出海洋進出がががが緊張緊張緊張緊張をををを生生生生んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。経経経経済済済済、、、、文文文文化交化交化交化交流流流流がががが抑抑抑抑止止止止力力力力になるとのになるとのになるとのになるとの説説説説ががががああああるるるる。。。。歴歴歴歴
史史史史的的的的にににに中国中国中国中国とのとのとのとの交交交交流流流流のののの歴史歴史歴史歴史ががががああああるるるる本本本本県県県県がががが果果果果たせるたせるたせるたせる役割役割役割役割ががががああああるとるとるとる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考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ アジアアジアアジアアジアのののの成長成長成長成長をををを取取取取りりりり込込込込むむむむ経経経経済戦略済戦略済戦略済戦略構想構想構想構想のののの具体具体具体具体策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄国沖縄国沖縄国沖縄国際情際情際情際情報報報報通信通信通信通信基基基基盤盤盤盤整備事業整備事業整備事業整備事業のののの来来来来春春春春始動始動始動始動によるによるによるによる企企企企業進出業進出業進出業進出、、、、雇雇雇雇用用用用のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 農林農林農林農林水産水産水産水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)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業協議業協議業協議業協議によるによるによるによる本本本本県県県県のののの漁漁漁漁業者業者業者業者のののの操操操操業業業業実態実態実態実態とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ホホホホテルテルテルテル・・・・ホホホホテルテルテルテル訓練訓練訓練訓練水水水水域域域域がががが一一一一部解除部解除部解除部解除されたがされたがされたがされたが漁漁漁漁民民民民のののの操操操操業業業業にににに生生生生かされているかかされているかかされているかかされているか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 福祉福祉福祉福祉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)))) 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 新新新新たにたにたにたにスタスタスタスターーーートトトトしたしたしたした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度度度でででで学童学童学童学童保育保育保育保育のののの対対対対象象象象外外外外となったとなったとなったとなった５５５５歳歳歳歳児児児児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
実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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ｲｲｲｲ 閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定したしたしたした少少少少子化子化子化子化社社社社会対策大会対策大会対策大会対策大綱綱綱綱はははは幼幼幼幼児児児児教教教教育無償化育無償化育無償化育無償化でででで３３３３人人人人以以以以上上上上のののの子供子供子供子供がががが持持持持てるてるてるてる環境環境環境環境
整備整備整備整備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。。。。詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 少少少少子化子化子化子化はははは国国国国家的家的家的家的なななな最重最重最重最重要課題要課題要課題要課題ででででああああるるるる。。。。若若若若者者者者がががが安安安安心心心心してしてしてして子育子育子育子育てでてでてでてでききききるるるる全全全全国国国国ののののモデルモデルモデルモデル地地地地区区区区
としてとしてとしてとして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄をををを仮称仮称仮称仮称「「「「子育子育子育子育てててて特特特特区区区区」」」」にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 土土土土木木木木建建建建築築築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)))) 南南南南部部部部東東東東道路道路道路道路のののの着着着着工工工工式式式式がががが行行行行わわわわれれれれ整備整備整備整備促促促促進進進進がががが期期期期待待待待されますされますされますされます。。。。用用用用地地地地交交交交渉渉渉渉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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＭＭＭＭＩＣＩＣＩＣＩＣＥＥＥＥ決定決定決定決定はははは均衡均衡均衡均衡なななな県土県土県土県土のののの発発発発展展展展をををを考慮考慮考慮考慮したことをしたことをしたことをしたことを評評評評価価価価するするするする。。。。今後今後今後今後、、、、交通交通交通交通インインインインフフフフララララ等等等等のののの課題課題課題課題
についてについてについてについて対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 射撃射撃射撃射撃場整備場整備場整備場整備についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県としてとしてとしてとして、、、、必必必必要要要要性性性性をどのようにをどのようにをどのようにをどのように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うううう。。。。

((((2222)))) 農農農農業業業業のののの面面面面でででで鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害被害被害被害のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) クレクレクレクレーーーー射撃射撃射撃射撃ややややラララライイイイフフフフルルルル射撃射撃射撃射撃ののののススススポポポポーーーーツツツツ選選選選手手手手育育育育成成成成はどのようにはどのようにはどのようには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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 射撃練習射撃練習射撃練習射撃練習場整備後場整備後場整備後場整備後、、、、他他他他県等県等県等県等からからからから来来来来県県県県するするするする利用利用利用利用者者者者のののの入入入入域域域域可能性可能性可能性可能性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金活用活用活用活用によるによるによるによる整備整備整備整備はははは可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 不不不不発発発発弾処弾処弾処弾処理理理理のののの迅速迅速迅速迅速化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 職員職員職員職員体体体体制制制制はははは十十十十分分分分かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 審審審審査査査査のののの内容内容内容内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 不不不不発発発発弾探弾探弾探弾探査事業者査事業者査事業者査事業者はははは何社何社何社何社ああああるかるかるかるか、、、、不不不不発発発発弾弾弾弾のののの埋没量埋没量埋没量埋没量とととと処処処処理理理理完了完了完了完了のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 消防行政消防行政消防行政消防行政についてについてについてについて

((((1111)))) 広広広広域域域域化化化化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県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 広広広広域域域域化化化化にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだがだがだがだが実実実実現現現現ででででききききなかったのはななかったのはななかったのはななかったのはなぜぜぜぜかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 広広広広域域域域化化化化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決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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

6666 17171717分分分分 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（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 西西西西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区のののの返返返返還還還還跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用計画計画計画計画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)))) 狭隘狭隘狭隘狭隘なななな環境環境環境環境ににににああああるるるる県立普天間高校県立普天間高校県立普天間高校県立普天間高校のののの人人人人材材材材育育育育成成成成拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーーーーンンンン計画地計画地計画地計画地へのへのへのへの移転計画移転計画移転計画移転計画とととと進捗状進捗状進捗状進捗状
況況況況、、、、県県県県ののののババババッッッックアクアクアクアッッッッププププ体体体体制制制制についてについてについてについて

((((2222)))) 人人人人のののの命命命命をををを救救救救うううう重重重重粒粒粒粒子線子線子線子線治療治療治療治療施施施施設設設設のののの国国国国際際際際医療医療医療医療拠拠拠拠点点点点ゾゾゾゾーーーーンンンン計画地計画地計画地計画地へのへのへのへの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと県県県県ののののババババッッッッ
クアクアクアクアッッッッププププ体体体体制制制制についてについてについてについて

((((3333)))) さらにさらにさらにさらに県民県民県民県民のののの命命命命をををを救救救救うううう利利利利便性便性便性便性のののの高高高高いいいい拠拠拠拠点点点点地域地域地域地域となりとなりとなりとなり得得得得るるるる琉球琉球琉球琉球大学大学大学大学付付付付属病院属病院属病院属病院のののの国国国国際際際際医療医療医療医療拠拠拠拠
点点点点ゾゾゾゾーーーーンンンン計画地計画地計画地計画地へのへのへのへの移転計画移転計画移転計画移転計画とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況、、、、県県県県ののののババババッッッックアクアクアクアッッッッププププ体体体体制制制制についてについてについてについて

2222 基地基地基地基地のののの過重過重過重過重負担負担負担負担やややや諸諸諸諸問題問題問題問題のののの解解解解決決決決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についてについてについてについて

((((1111)))) 誰誰誰誰もがもがもがもが認識認識認識認識しているしているしているしている基地基地基地基地のののの過重過重過重過重負担負担負担負担のののの解解解解決決決決にににに向向向向けてけてけてけて、、、、整理整理整理整理縮縮縮縮小小小小にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの全全全全体体体体計画計画計画計画とととと
現在現在現在現在取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる実実実実績績績績、、、、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)))) 町町町町のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中ににににあああありりりり、、、、９９９９万万万万7000700070007000市民市民市民市民がががが非常非常非常非常にににに危険危険危険危険なななな状況状況状況状況ににににああああるとるとるとると、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが理解理解理解理解をしているをしているをしているをしている
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解解解解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの具体具体具体具体的取的取的取的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そそそそ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

3333 1000100010001000万万万万人人人人観光観光観光観光をををを目目目目指指指指したしたしたした県県県県のののの環境整備環境整備環境整備環境整備についてについてについてについて

((((1111)))) 言葉言葉言葉言葉ののののハハハハンデンデンデンディィィィをををを克服克服克服克服しししし、、、、観光観光観光観光にににに訪訪訪訪れたれたれたれた方方方方々々々々へのへのへのへの充実充実充実充実したサーしたサーしたサーしたサービビビビスススス提提提提供供供供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
みみみみについてについてについてについて

4444 道路道路道路道路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)))) 西西西西海海海海岸岸岸岸道路道路道路道路とととと浦添浦添浦添浦添西西西西原原原原線線線線をををを結結結結ぶぶぶぶ道路道路道路道路のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はははは。。。。

((((2222)))) 交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞緩和緩和緩和緩和にににに向向向向けけけけ、、、、新新新新年度年度年度年度でででで計画計画計画計画をされているをされているをされているをされている県県県県道道道道88884444号線号線号線号線のののの右折右折右折右折帯帯帯帯車線車線車線車線工事工事工事工事についについについについ
てててて

5555 キャキャキャキャンンンンププププ・・・・シシシシュワブゲュワブゲュワブゲュワブゲーーーートトトト前前前前国国国国道道道道側緑側緑側緑側緑地地地地帯帯帯帯にににに設置設置設置設置されているされているされているされているテントテントテントテント村村村村、、、、ののののぼぼぼぼりりりり、、、、横断横断横断横断幕幕幕幕のののの設置設置設置設置
についてについてについてについて

((((1111)))) 緑緑緑緑地地地地帯帯帯帯にににに設置設置設置設置されているされているされているされている物件等物件等物件等物件等はははは全全全全てててて違反違反違反違反ととと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。。。。

((((2222)))) ９９９９月月月月22222222日日日日、、、、琉球新琉球新琉球新琉球新報報報報にににに掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている市民市民市民市民団体団体団体団体のののの体体体体ににににペペペペンンンンキキキキをををを塗塗塗塗りりりり抵抗抵抗抵抗抵抗しているしているしているしている行行行行動動動動はははは
公公公公務務務務執執執執行行行行妨妨妨妨害害害害にににに値値値値しないかしないかしないかしないか、、、、またまたまたまた、、、、そそそそのののの損損損損害等害等害等害等についてについてについてについて

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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

7777 17171717分分分分 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（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)))) 国連国連国連国連でのでのでのでの知事演説知事演説知事演説知事演説とととと関連関連関連関連してしてしてして

ｱｱｱｱ 「「「「県民県民県民県民はははは日日日日米政米政米政米政府府府府からからからから基地基地基地基地をををを押押押押しつけられしつけられしつけられしつけられ差差差差別別別別されているされているされているされている。。。。」」」」、、、、「「「「そそそそのののの差差差差別別別別はははは（（（（日本日本日本日本先先先先住住住住
民民民民ででででああああるるるる））））沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの自決自決自決自決権権権権をををを侵害侵害侵害侵害しているしているしているしている。。。。」」」」、、、、「「「「日本日本日本日本政政政政府府府府はははは沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民にににに対対対対してしてしてして民主主民主主民主主民主主
義義義義もももも人権人権人権人権もももも平平平平等等等等もももも与与与与えていないえていないえていないえていない。。。。」」」」とのとのとのとの内容内容内容内容だったとだったとだったとだったと理解理解理解理解しているがしているがしているがしているが県民県民県民県民のののの意意意意識識識識ととととずずずずれたれたれたれた
被害被害被害被害妄妄妄妄想想想想的的的的、、、、政政政政府府府府へのへのへのへの挑挑挑挑戦戦戦戦でででで恥恥恥恥ずずずずべきべきべきべき発発発発言言言言ででででああああるるるる。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 平平平平成成成成７７７７年年年年６６６６月月月月県議会県議会県議会県議会でででで大大大大田田田田知事知事知事知事にににに対対対対しししし「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題解基地問題解基地問題解基地問題解決決決決にはにはにはには訪訪訪訪米要請米要請米要請米要請よりよりよりよりむむむむししししろろろろ訪訪訪訪
米米米米ののののエネエネエネエネルルルルギギギギーをーをーをーを日本日本日本日本政政政政府府府府ににににぶぶぶぶつけることによってつけることによってつけることによってつけることによって進進進進展展展展はははは図図図図られるのではないかられるのではないかられるのではないかられるのではないか」」」」とのとのとのとの
趣趣趣趣旨旨旨旨のののの質問質問質問質問をしているをしているをしているをしている。。。。同同同同じじじじ轍轍轍轍をををを踏踏踏踏んんんんでいるのではないかでいるのではないかでいるのではないかでいるのではないか。。。。

ｳｳｳｳ 廃藩廃藩廃藩廃藩置県置県置県置県はははは琉球処琉球処琉球処琉球処分分分分とととと言言言言わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、平平平平民民民民やややや農農農農民民民民からするとからするとからするとからすると奴隷奴隷奴隷奴隷解解解解放放放放でででであああありりりり、、、、土地所有土地所有土地所有土地所有のののの
開開開開放放放放ででででああああったったったった。。。。知事知事知事知事はははは現在現在現在現在もももも残残残残るるるる離離離離島格差島格差島格差島格差（（（（差差差差別別別別）、）、）、）、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる内内内内なるなるなるなる差差差差別問題別問題別問題別問題のののの認識認識認識認識がががが
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。。。。ナナナナショショショショナナナナリリリリズズズズムムムム、、、、アアアアイデンテイデンテイデンテイデンティィィィテテテティィィィーをーをーをーを政治政治政治政治利用利用利用利用することはすることはすることはすることは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの将将将将来来来来
にににに禍根禍根禍根禍根をををを残残残残すすすす。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの多多多多くはくはくはくは日本日本日本日本人人人人としてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持っているしっているしっているしっているし先先先先住民住民住民住民とはとはとはとは思思思思っていないっていないっていないっていない。。。。法法法法治国治国治国治国
家家家家ににににおおおおいていていていて沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを享享享享受受受受しししし自決自決自決自決権権権権がががが侵侵侵侵寝寝寝寝されているとはされているとはされているとはされているとは思思思思っていないっていないっていないっていない。。。。所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 辺辺辺辺野野野野古古古古区区区区民民民民のののの民民民民意意意意ここここそそそそ優優優優先先先先されるされるされるされるべきべきべきべき民民民民意意意意ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。

ｶｶｶｶ 公公公公のののの場場場場でのでのでのでの「「「「ハハハハイイイイササササイイイイ　　　　ググググススススーーーーヨヨヨヨーーーー　　　　チチチチュュュューーーーウガウガウガウガナビナビナビナビララララ」」」」等等等等のののの方方方方言言言言利用利用利用利用にににに違和違和違和違和感感感感ががががああああるるるる。。。。所所所所
見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 地域地域地域地域・・・・離離離離島島島島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)))) 全全全全国国国国でででで５５５５万万万万人人人人以以以以上上上上のののの定定定定住住住住離離離離島島島島でででで旅客旅客旅客旅客船船船船のののの就就就就航航航航していないしていないしていないしていない離離離離島島島島ががががああああるかるかるかるか。。。。宮宮宮宮古古古古、、、、石垣石垣石垣石垣のののの旅旅旅旅
客客客客船船船船就就就就航航航航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うううう。。。。

((((2222)))) 那覇那覇那覇那覇――――宮宮宮宮古古古古航航航航空路線空路線空路線空路線のののの現状現状現状現状（（（（搭乗搭乗搭乗搭乗率率率率））））とととと改善改善改善改善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。。。。

((((3333)))) 県県県県内内内内ににににおおおおけるけるけるける外外外外国国国国客客客客対応対応対応対応のののの情情情情報報報報、、、、通信通信通信通信基基基基盤盤盤盤のののの整備状況整備状況整備状況整備状況とととと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うううう。。。。またまたまたまた離離離離島島島島のののの
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うううう。。。。

((((4444)))) 多多多多良良良良間間間間村村村村ののののパパパパヤヤヤヤオオオオ設置計画設置計画設置計画設置計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 教教教教員員員員採採採採用用用用試験試験試験試験のののの離離離離島島島島でのでのでのでの実実実実施施施施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 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777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))))

10101010月月月月02020202    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

8888 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　良俊良俊良俊良俊（（（（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)))) 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返返返返還還還還にににに伴伴伴伴うううう名名名名護護護護市辺市辺市辺市辺野野野野古古古古へのへのへのへの基地建設基地建設基地建設基地建設でででで、、、、国国国国とととと県県県県はははは「「「「話話話話しししし合合合合いはいはいはいは重重重重
要要要要」」」」とととと意意意意見見見見がががが一一一一致致致致、、、、１１１１ヵヵヵヵ月月月月でででで５５５５回回回回のののの集集集集中協議中協議中協議中協議がががが開開開開かれたかれたかれたかれた。。。。しかししかししかししかし、、、、おおおお互互互互いのいのいのいの主主主主張張張張やややや見解見解見解見解のののの
隔隔隔隔たりはたりはたりはたりは大大大大ききききくくくく集集集集中協議中協議中協議中協議でででで問題問題問題問題をををを解解解解決決決決することはですることはですることはですることはでききききなかったなかったなかったなかった。。。。５５５５回回回回のののの集集集集中協議中協議中協議中協議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見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ５５５５回回回回のののの集集集集中協議中協議中協議中協議はははは、、、、国国国国とととと県県県県ががががおおおお互互互互いのいのいのいの主主主主張張張張やややや見解見解見解見解をををを述述述述べべべべるだけでるだけでるだけでるだけで表表表表向向向向ききききはははは、、、、痛痛痛痛みみみみ分分分分けにけにけにけに
思思思思わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、県県県県がががが集集集集中協議中協議中協議中協議でででで主主主主張張張張したのはしたのはしたのはしたのは何何何何だったのかだったのかだったのかだったのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 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辺辺辺辺野野野野古古古古移設移設移設移設をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる国国国国とととと県県県県のののの集集集集中協議中協議中協議中協議はははは決決決決裂裂裂裂したがしたがしたがしたが、、、、県県県県のののの基地基地基地基地負負負負
担軽担軽担軽担軽減減減減やややや振興振興振興振興策策策策をををを主要議題主要議題主要議題主要議題にににに対対対対話話話話をををを継継継継続続続続することになったすることになったすることになったすることになった。。。。国国国国はははは移設移設移設移設作作作作業業業業をををを再再再再開開開開、、、、県県県県はははは
辺辺辺辺野野野野古古古古のののの埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認をををを取取取取りりりり消消消消したことでしたことでしたことでしたことで、、、、司司司司法法法法のののの場場場場にににに持持持持ちちちち込込込込まれることになりまれることになりまれることになりまれることになり、、、、協議会協議会協議会協議会をををを開開開開
催催催催することはすることはすることはすることは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは辺辺辺辺野野野野古古古古のののの埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを表表表表明明明明したがしたがしたがしたが、、、、取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの主主主主管管管管はどのはどのはどのはどの部部部部署署署署になるかになるかになるかになるか
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、、、、辺辺辺辺野野野野古古古古埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを表表表表明明明明したがしたがしたがしたが、、、、国国国国はははは不不不不服服服服審審審審査請求査請求査請求査請求をををを申申申申しししし立立立立てててて、、、、そそそそのののの後後後後
司司司司法法法法のののの場場場場にににに持持持持ちちちち込込込込まれるものとまれるものとまれるものとまれるものと思思思思うううう。。。。
　　　　埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認にかかにかかにかかにかかわわわわったったったった県県県県職員職員職員職員がががが参参参参考考考考人人人人としてとしてとしてとして出出出出廷廷廷廷することですることですることですることで、、、、関係部関係部関係部関係部署署署署のののの職員職員職員職員のののの信信信信頼頼頼頼
関係関係関係関係にににに影響影響影響影響がががが出出出出るとるとるとると思思思思うがうがうがうが所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 1111996996996996年年年年のののの日日日日米米米米合合合合意意意意でででで7400740074007400ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルのののの北部北部北部北部訓練訓練訓練訓練場場場場のうのうのうのうちちちち過過過過半半半半のののの4000400040004000ヘヘヘヘククククタタタターーーールルルルがががが返返返返還還還還
条条条条件件件件とされたとされたとされたとされた東東東東村村村村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ドッドッドッド移設移設移設移設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、、、、県知事県知事県知事県知事選選選選でででで反反反反対姿勢対姿勢対姿勢対姿勢をををを明明明明確確確確
にしていたがにしていたがにしていたがにしていたが、、、、知事知事知事知事就就就就任任任任後後後後はははは明明明明確確確確にしていないにしていないにしていないにしていない。。。。
　　　　去去去去るるるる２２２２月定月定月定月定例例例例会会会会でででで「「「「地地地地元元元元のののの意向意向意向意向をををを聞聞聞聞きききき取取取取りながらりながらりながらりながら検検検検討討討討するするするする」」」」とととと答弁答弁答弁答弁ががががああああったったったった。。。。東東東東村村村村とととと国国国国頭頭頭頭
村村村村のののの両村両村両村両村からはからはからはからは北部北部北部北部訓練訓練訓練訓練場場場場のののの早早早早期期期期返返返返還還還還とととと国国国国定定定定公園公園公園公園化化化化、、、、世界世界世界世界遺遺遺遺産産産産登録登録登録登録などのなどのなどのなどの要要要要望望望望がががが出出出出ささささ
れているとれているとれているとれていると思思思思うがうがうがうが、、、、両村両村両村両村からからからから地地地地元元元元のののの意向意向意向意向のののの聞聞聞聞きききき取取取取りをりをりをりをややややったのかったのかったのかったのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道導入道導入道導入道導入計画計画計画計画についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは、、、、鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの導入導入導入導入をををを検検検検討討討討するするするする「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道計画検計画検計画検計画検討委員討委員討委員討委員会会会会をををを開設開設開設開設しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄本島本島本島本島のののの南南南南北北北北
をををを縦縦縦縦断断断断するするするする鉄鉄鉄鉄道道道道のののの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた作作作作業業業業をををを本格化本格化本格化本格化させているさせているさせているさせている。。。。
　検　検　検　検討委員討委員討委員討委員会会会会はこれまでのはこれまでのはこれまでのはこれまでの作作作作業業業業内容内容内容内容やややや県民県民県民県民意意意意見見見見をもとにをもとにをもとにをもとに議議議議論論論論されているがされているがされているがされているが、、、、次次次次のののの件件件件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。。。。

((((1111)))) 委員委員委員委員会会会会はははは、、、、５５５５段階段階段階段階でででで進進進進められていることになっているがめられていることになっているがめられていることになっているがめられていることになっているが、、、、現在現在現在現在はははは何何何何段階段階段階段階でどういうことがでどういうことがでどういうことがでどういうことが議議議議
論論論論されたのかされたのかされたのかされたのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 委員委員委員委員会会会会はははは来来来来年年年年３３３３月月月月までにまでにまでにまでに計画計画計画計画案案案案をををを策策策策定定定定することになるとすることになるとすることになるとすることになると思思思思うがうがうがうが、、、、ルルルルーーーートトトト案案案案のののの設設設設定定定定はどのはどのはどのはどの段段段段
階階階階でででで決定決定決定決定するのかするのかするのかするのか。。。。またまたまたまた、、、、支支支支線線線線についてもについてもについてもについてもルルルルーーーートトトト案案案案とととと同同同同時時時時にににに設設設設定定定定するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 国国国国はははは、、、、糸糸糸糸満満満満－－－－名名名名護護護護間間間間のののの南南南南北北北北縦縦縦縦断路線断路線断路線断路線をををを基基基基本本本本にしたにしたにしたにしたモデルルモデルルモデルルモデルルーーーートトトトをををを支支支支線線線線のののの組組組組みみみみ合合合合わわわわせでせでせでせで、、、、
鉄鉄鉄鉄道道道道ととととトトトトラムラムラムラムトトトトレレレレインインインインのののの各各各各９９９９ルルルルーーーートトトト、、、、計計計計11118888ルルルルーーーートトトトのののの事業事業事業事業性性性性検検検検討討討討結果結果結果結果をををを公表公表公表公表したしたしたした。。。。県県県県のののの検検検検討委討委討委討委
員員員員会会会会でででで策策策策定定定定するするするするルルルルーーーートトトト案案案案はははは、、、、国国国国がががが検検検検討討討討しているしているしているしているモデルルモデルルモデルルモデルルーーーートトトトとととと支支支支線線線線とはとはとはとは関係関係関係関係なくなくなくなく決定決定決定決定するするするする
のかのかのかのか。。。。

((((4444)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道導入道導入道導入道導入はははは、、、、地域地域地域地域のののの均衡均衡均衡均衡ああああるるるる発発発発展展展展がががが図図図図られられられられ、、、、県民県民県民県民がががが待待待待ちちちち望望望望んんんんでいるでいるでいるでいる大大大大型型型型ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトトでででで
ああああるるるる。。。。那覇那覇那覇那覇－－－－名名名名護護護護間間間間をををを１１１１時間時間時間時間でででで結結結結ぶぶぶぶ鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの着着着着工工工工についてについてについてについて2020202020202020年年年年３３３３月月月月末末末末をををを目目目目指指指指すことにすことにすことにすことに
なっているがなっているがなっているがなっているが、、、、実実実実現現現現のののの鍵鍵鍵鍵をををを握握握握るるるる国国国国をどうをどうをどうをどう動動動動かすことがでかすことがでかすことがでかすことができきききるのかるのかるのかるのか知事知事知事知事のののの動向動向動向動向がががが左左左左右右右右するとするとするとすると
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 子子子子どもどもどもども生活生活生活生活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)))) 生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援制制制制度度度度についてについてについてについて
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　　　　生活保生活保生活保生活保護護護護にににに至至至至るるるる手手手手前前前前のののの新新新新たなたなたなたなセセセセーーーーフフフフテテテティィィィネネネネッッッットトトトとしてとしてとしてとして、、、、平平平平成成成成27272727年年年年４４４４月月月月にににに始始始始まったまったまったまった生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮
者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援制制制制度度度度がががが６６６６カカカカ月月月月になりますになりますになりますになります。。。。
　　　　厚厚厚厚労労労労省省省省がががが、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県やややや福祉福祉福祉福祉事事事事務務務務所所所所ががががああああるるるる市市市市区区区区町村町村町村町村のののの計計計計999901010101自自自自治治治治体体体体をををを対対対対象象象象にににに４４４４月月月月１１１１日日日日時時時時
点点点点のののの実実実実施施施施状況状況状況状況をををを調査調査調査調査したとこしたとこしたとこしたところろろろ、、、、任任任任意意意意事業事業事業事業をををを一一一一つもつもつもつも実実実実施施施施していないしていないしていないしていない自自自自治治治治体体体体はははは404040408888ももももああああっっっっ
たたたた。。。。45454545％％％％のののの自自自自治治治治体体体体がががが未実未実未実未実施施施施ででででああああるというるというるというるという。。。。
　　　　そそそそこでこでこでこで次次次次のののの件件件件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 県県県県内内内内のののの自自自自治治治治体体体体でででで義義義義務的務的務的務的事業事業事業事業以以以以外外外外のののの困困困困窮窮窮窮者支援者支援者支援者支援のののの実実実実施施施施状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

イイイイ 生活困生活困生活困生活困窮窮窮窮者者者者自自自自立支援立支援立支援立支援制制制制度度度度のうのうのうのうちちちち、、、、任任任任意意意意のののの事業事業事業事業をををを実実実実施施施施していないしていないしていないしていない自自自自治治治治体体体体ががががああああるとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、
県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県内内内内のののの自自自自治治治治体体体体のののの財財財財政政政政もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ににににああああるがるがるがるが、、、、支援支援支援支援をををを求求求求めるめるめるめる人人人人はははは潜潜潜潜在在在在的的的的にににに多多多多数数数数いるといるといるといると思思思思
わわわわれるれるれるれる。。。。困困困困窮窮窮窮者者者者はははは複複複複合合合合的的的的なななな問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えているのでえているのでえているのでえているので、、、、行政行政行政行政のののの横断的横断的横断的横断的なななな対応対応対応対応がががが欠欠欠欠かせなかせなかせなかせな
いいいい。。。。自自自自治治治治体体体体にににに義義義義務務務務づけたづけたづけたづけた相相相相談談談談窓口窓口窓口窓口にににに支援支援支援支援員員員員をををを配配配配置置置置してしてしてして丁寧丁寧丁寧丁寧にににに相相相相談談談談にににに応応応応じじじじるるるる体体体体制制制制をををを整整整整ええええ
ることがることがることがることが大事大事大事大事ででででああああるとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 生活保生活保生活保生活保護護護護制制制制度度度度についてについてについてについて
　　　　生活保生活保生活保生活保護護護護のののの法法法法律律律律がががが、、、、不正不正不正不正受受受受給給給給問題問題問題問題やややや生活保生活保生活保生活保護護護護ババババッッッッシンシンシンシンググググでででで大大大大ききききくくくく取取取取りりりり上上上上げげげげられたことかられたことかられたことかられたことか
らららら見見見見直直直直されされされされ、、、、昨昨昨昨年年年年７７７７月月月月にににに改正改正改正改正されたされたされたされた。。。。自自自自立立立立をををを後後後後押押押押ししながらししながらししながらししながら受受受受給給給給者者者者へのへのへのへの厳厳厳厳格格格格なななな対応対応対応対応もももも打打打打ちちちち
出出出出すすすす内容内容内容内容ででででああああるるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、改正改正改正改正後後後後もももも不安定不安定不安定不安定なななな雇雇雇雇用用用用情情情情勢勢勢勢やややや年年年年金金金金ではではではでは生活生活生活生活ででででききききないないないない高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、
本本本本人人人人のののの努努努努力力力力ではどうしようもないではどうしようもないではどうしようもないではどうしようもない状況状況状況状況でででで、、、、生活保生活保生活保生活保護護護護にににに頼頼頼頼ららららざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない世帯世帯世帯世帯ががががほほほほととととんんんんどでどでどでどで
ああああるるるる。。。。そそそそこでこでこでこで次次次次のののの件件件件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 2014201420142014年年年年３３３３月月月月にににに県県県県内内内内のののの中学校中学校中学校中学校をををを卒卒卒卒業業業業したしたしたした生活保生活保生活保生活保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの子供子供子供子供のののの高校進学高校進学高校進学高校進学率率率率がががが88883333....8888％％％％でででで、、、、
このこのこのこの年年年年のののの卒卒卒卒業業業業生全生全生全生全体体体体のののの高校進学高校進学高校進学高校進学率率率率はははは99995555....8888％％％％とととと12121212ポポポポイントイントイントイントもももも低低低低いいいい。。。。子子子子どもどもどもども生活生活生活生活福祉福祉福祉福祉部部部部がががが調調調調
査査査査をををを通通通通してしてしてして感感感感じじじじたことをたことをたことをたことを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 生活保生活保生活保生活保護護護護にはにはにはには８８８８種種種種類類類類ああああるがるがるがるが、、、、受受受受給給給給者者者者のののの子供子供子供子供にににに扶扶扶扶助助助助されるされるされるされる費用費用費用費用はははは教教教教育育育育扶扶扶扶助助助助でででで学学学学用用用用品品品品費費費費でででで
ああああるるるる。。。。生活保生活保生活保生活保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの子供子供子供子供のののの進学進学進学進学率向率向率向率向上上上上にはにはにはには学学学学習習習習支援支援支援支援がががが必必必必要要要要とととと思思思思うがうがうがうが、、、、所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 生活保生活保生活保生活保護護護護受受受受給給給給世帯世帯世帯世帯のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、受受受受給給給給者者者者をををを支援支援支援支援するするするするケケケケーーーーススススワワワワーカーはーカーはーカーはーカーは１１１１人人人人でででで受受受受けけけけ持持持持つつつつ
世帯世帯世帯世帯数数数数ががががふふふふえているえているえているえている。。。。社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉法法法法ではではではでは、、、、ケケケケーーーーススススワワワワーカーーカーーカーーカー１１１１人人人人につにつにつにつきききき担担担担当当当当するするするする世帯世帯世帯世帯はははは市市市市でででで
88880000世帯世帯世帯世帯、、、、町村町村町村町村でででで66665555世帯世帯世帯世帯がががが目目目目安安安安ででででああああるがるがるがるが、、、、生活保生活保生活保生活保護護護護受受受受給給給給者者者者ががががふふふふえるとえるとえるとえると、、、、ケケケケーーーーススススワワワワーカーのーカーのーカーのーカーの
負担負担負担負担ももももふふふふえるえるえるえる。。。。直直直直近近近近ののののケケケケーーーーススススワワワワーカーのーカーのーカーのーカーの充充充充足足足足率率率率はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県離離離離島島島島住民等住民等住民等住民等ココココストストストスト負担軽負担軽負担軽負担軽減減減減事業事業事業事業についてについてについてについて
　　　　本本本本事業事業事業事業はははは、、、、離離離離島島島島振興振興振興振興にににに当当当当たってのたってのたってのたっての基基基基本的本的本的本的なななな考考考考えをえをえをえを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、離離離離島島島島住民住民住民住民やややや離離離離島島島島出出出出身身身身高校高校高校高校生生生生等等等等
をををを対対対対象象象象にににに、、、、割割割割高高高高なななな船船船船賃賃賃賃及及及及びびびび航航航航空空空空賃賃賃賃をををを鉄鉄鉄鉄道運道運道運道運賃並賃並賃並賃並みみみみにににに低低低低減減減減することですることですることですることで、、、、住住住住みみみみなれたなれたなれたなれた島島島島でででで安安安安心心心心
してしてしてして暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けることがでけることがでけることがでけることができきききるようにるようにるようにるように「「「「定定定定住住住住条条条条件件件件のののの整備整備整備整備」」」」をををを図図図図りりりり、、、、離離離離島島島島地域地域地域地域のののの活活活活力力力力のののの維持向維持向維持向維持向上上上上をををを
図図図図るるるる一一一一施施施施策策策策としてとしてとしてとして重重重重要要要要ででででああああるるるる。。。。
　　　　そそそそこでこでこでこで次次次次のののの件件件件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。。。。

((((1111)))) 事業対事業対事業対事業対象象象象者者者者がががが離離離離島島島島住民住民住民住民、、、、離離離離島島島島出出出出身身身身高校高校高校高校生生生生、、、、離離離離島島島島出出出出身身身身大学大学大学大学・・・・専門専門専門専門学校学校学校学校生生生生、、、、そそそそしてしてしてして観光観光観光観光客客客客でででで
ああああるるるる。。。。本島本島本島本島にににに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる郷友郷友郷友郷友会会会会のののの方方方方々々々々はははは対対対対象象象象になっていませになっていませになっていませになっていませんんんん。。。。正月正月正月正月、、、、旧盆旧盆旧盆旧盆、、、、所所所所用用用用やややや催催催催
事事事事ととととふふふふるさとるさとるさとるさと離離離離島島島島とのつながりはとのつながりはとのつながりはとのつながりは切切切切ってもってもってもっても切切切切れないものがれないものがれないものがれないものがあああありますりますりますります。。。。離離離離島自島自島自島自治治治治体体体体のののの財財財財政事政事政事政事
情情情情はははは厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、離離離離島自島自島自島自治治治治体体体体でででで負担負担負担負担することはですることはですることはですることはでききききないないないない。。。。郷友郷友郷友郷友会会会会やややや元元元元離離離離島島島島住民住民住民住民もももも事業対事業対事業対事業対象象象象とすとすとすとす
ることはでることはでることはでることはでききききないのかないのかないのかないのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは、、、、那覇市長在那覇市長在那覇市長在那覇市長在任任任任中中中中にににに、、、、船船船船運運運運賃賃賃賃及及及及びびびび宿泊宿泊宿泊宿泊費費費費等等等等をををを那覇市在住那覇市在住那覇市在住那覇市在住のののの方方方方々々々々にににに補助補助補助補助してしてしてして、、、、人人人人
数数数数制限制限制限制限がなされるがなされるがなされるがなされるほほほほどでどでどでどでああああったとったとったとったと聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、本本本本事業事業事業事業でのでのでのでの郷友郷友郷友郷友会等会等会等会等をををを事業対事業対事業対事業対象象象象にするにするにするにする
考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


