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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06060606    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 17171717分分分分 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（維新維新維新維新のののの党党党党）））） 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 土木行政土木行政土木行政土木行政についてについてについてについて

((((1111)))) 小湾川河川事業小湾川河川事業小湾川河川事業小湾川河川事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて

((((2222)))) 県道浦添西原線県道浦添西原線県道浦添西原線県道浦添西原線（（（（港川道路港川道路港川道路港川道路））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 防犯防犯防犯防犯カメラカメラカメラカメラ設置状況設置状況設置状況設置状況についてについてについてについて

((((1111)))) 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（（（（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)))) 公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等でのでのでのでの類似県類似県類似県類似県とのとのとのとの設置状況比較設置状況比較設置状況比較設置状況比較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)))) 犯罪等犯罪等犯罪等犯罪等のののの抑止力効果抑止力効果抑止力効果抑止力効果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)))) 初動捜査初動捜査初動捜査初動捜査でででで防犯防犯防犯防犯カメラのカメラのカメラのカメラの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割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 地域公共交通連携計画地域公共交通連携計画地域公共交通連携計画地域公共交通連携計画についてについてについてについて

((((1111)))) 施行後約施行後約施行後約施行後約８８８８カカカカ月月月月になるがになるがになるがになるが現況現況現況現況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携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)))) 効果検証効果検証効果検証効果検証のののの実施時期実施時期実施時期実施時期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)))) タクシータクシータクシータクシー（（（（空車時空車時空車時空車時））））のバスレーンのバスレーンのバスレーンのバスレーン利用利用利用利用のののの現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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06060606    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 17171717分分分分 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（維新維新維新維新のののの党党党党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想についてについてについてについて

((((1111)))) 国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のあるのあるのあるのある物流拠点物流拠点物流拠点物流拠点のののの形成形成形成形成、、、、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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 航空周辺産業航空周辺産業航空周辺産業航空周辺産業クラスターのクラスターのクラスターのクラスターの形成形成形成形成、、、、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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと展開展開展開展開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 那覇軍港及那覇軍港及那覇軍港及那覇軍港及びびびび自衛隊駐屯地等自衛隊駐屯地等自衛隊駐屯地等自衛隊駐屯地等をををを活用活用活用活用したしたしたした国際物流機能国際物流機能国際物流機能国際物流機能のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて展開展開展開展開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 離島航路運航安定化支援事業離島航路運航安定化支援事業離島航路運航安定化支援事業離島航路運航安定化支援事業についてについてについてについて

((((1111)))) 取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの展開展開展開展開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 各自治体各自治体各自治体各自治体のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減でででで運賃低減化運賃低減化運賃低減化運賃低減化はできているのかはできているのかはできているのかはできているのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 泡盛業界泡盛業界泡盛業界泡盛業界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)))) 移出数量移出数量移出数量移出数量、、、、総売上高総売上高総売上高総売上高などなどなどなど泡盛業界泡盛業界泡盛業界泡盛業界のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 特別措置酒税特別措置酒税特別措置酒税特別措置酒税のののの単年度軽減額単年度軽減額単年度軽減額単年度軽減額、、、、累計軽減額累計軽減額累計軽減額累計軽減額をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 古酒古酒古酒古酒のののの郷郷郷郷のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 養豚生産基盤強化養豚生産基盤強化養豚生産基盤強化養豚生産基盤強化についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの養豚飼養状況養豚飼養状況養豚飼養状況養豚飼養状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 105105105105億基金事業億基金事業億基金事業億基金事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況とととと目標達成目標達成目標達成目標達成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)))) 養豚施設養豚施設養豚施設養豚施設のののの移転整備移転整備移転整備移転整備によるによるによるによる養豚団地養豚団地養豚団地養豚団地のののの形成形成形成形成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 道路行政道路行政道路行政道路行政についてについてについてについて

((((1111)))) 龍潭通龍潭通龍潭通龍潭通りのりのりのり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。。。。

((((2222)))) 国道国道国道国道331331331331号号号号・・・・垣花垣花垣花垣花～～～～瀬瀬瀬瀬長交長交長交長交差差差差点点点点のののの渋滞渋滞渋滞渋滞原原原原因因因因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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 那覇空港道那覇空港道那覇空港道那覇空港道・・・・小小小小禄禄禄禄線線線線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。。。。

6666 技技技技能能能能五輪全五輪全五輪全五輪全国国国国大大大大会会会会・・・・全全全全国国国国アアアアビリビリビリビリンンンンピッピッピッピックについてクについてクについてクについて取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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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06060606    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 17171717分分分分 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（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 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの雇雇雇雇用状況用状況用状況用状況についてについてについてについて

((((1111)))) 現現現現在在在在のののの失失失失業者業者業者業者はははは何何何何名名名名かかかか。。。。

((((2222)))) 失失失失業業業業対策対策対策対策のののの現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 過疎過疎過疎過疎化地域化地域化地域化地域のののの雇雇雇雇用用用用対策対策対策対策についてについてについてについて現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの県県県県民所得推民所得推民所得推民所得推移移移移はははは。。。。

2222 観光観光観光観光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)))) 現現現現在在在在のののの観光入客観光入客観光入客観光入客数数数数とととと今後今後今後今後のののの目標目標目標目標はははは幾幾幾幾ららららかかかか。。。。

((((2222)))) 大型観光大型観光大型観光大型観光施設施設施設施設「ＭＩＣＥ」「ＭＩＣＥ」「ＭＩＣＥ」「ＭＩＣＥ」ややややＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ・・・・那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの第第第第２２２２滑走滑走滑走滑走路路路路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。。。。

3333 農林水農林水農林水農林水産行政産行政産行政産行政についてについてについてについて

((((1111)))) 農農農農業業業業大学大学大学大学のののの改築予改築予改築予改築予定定定定はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 農林水農林水農林水農林水産産産産就就就就業者業者業者業者ととととそそそそのののの将来像将来像将来像将来像。。。。

4444 高等高等高等高等学校教育学校教育学校教育学校教育のののの農林農林農林農林高高高高校校校校・・・・工工工工業高業高業高業高校校校校・・・・水水水水産高産高産高産高校校校校のののの進路進路進路進路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 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの産業構産業構産業構産業構造造造造についてのについてのについてのについての所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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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06060606    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

4444 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　安弘安弘安弘安弘（（（（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 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についてについてについてについて

((((1111)))) 72727272年年年年のののの復帰復帰復帰復帰とととと、、、、そそそそのののの後後後後のののの国国国国のののの沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、ままままたたたた県県県県勢勢勢勢のののの発発発発展等展等展等展等についてどのよについてどのよについてどのよについてどのよ
うにうにうにうに評価評価評価評価してしてしてしておられおられおられおられるのかるのかるのかるのか知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 戦後戦後戦後戦後のののの我我我我がががが国国国国のののの安安安安全保障全保障全保障全保障政政政政策策策策とととと国国国国民民民民のののの安安安安全保障全保障全保障全保障にににに対対対対するするするする意識意識意識意識についてのについてのについてのについての知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 10101010月月月月11118888日日日日にににに陸陸陸陸上自衛隊上自衛隊上自衛隊上自衛隊第第第第15151515旅旅旅旅団団団団創創創創隊隊隊隊５５５５周年及周年及周年及周年及びびびび那覇駐屯地那覇駐屯地那覇駐屯地那覇駐屯地創立創立創立創立43434343周年周年周年周年記念記念記念記念行事行事行事行事がががが開開開開
催催催催されされされされるるるる。。。。安安安安全保障全保障全保障全保障やややや防防防防災災災災にににに対対対対するするするする県県県県民民民民やややや国国国国民民民民のののの関関関関心心心心がががが高高高高まっまっまっまっているているているている中中中中でででで、、、、知事知事知事知事がががが出出出出席席席席
のののの上上上上、、、、激励激励激励激励のののの言葉言葉言葉言葉をををを述述述述べられべられべられべられるるるるこここことはとはとはとは意義意義意義意義あるあるあるあるこここことととととととと考考考考ええええるがるがるがるが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 安安安安全保障全保障全保障全保障とととと危危危危機機機機管理管理管理管理についてについてについてについて

((((1111)))) 東東東東アジアのアジアのアジアのアジアの安安安安全保障環境全保障環境全保障環境全保障環境のののの変変変変化化化化とととと本本本本県県県県にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす影響影響影響影響についてのについてのについてのについての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 有有有有事事事事をををを想定想定想定想定したしたしたした国国国国民保護民保護民保護民保護計画計画計画計画にににに基基基基づくづくづくづく実実実実働訓練働訓練働訓練働訓練についてについてについてについて

3333 本本本本島島島島南南南南部地域部地域部地域部地域のののの農農農農業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) 南南南南部部部部ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビがうるがうるがうるがうるまままま市市市市のののの旧球陽製糖旧球陽製糖旧球陽製糖旧球陽製糖へへへへのののの搬入搬入搬入搬入になになになになっっっったたたた場合場合場合場合、、、、工場工場工場工場やややや搬入搬入搬入搬入業者業者業者業者、、、、生生生生
産者産者産者産者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ががが予予予予想想想想されされされされるかるかるかるか。。。。

((((2222)))) 本本本本島島島島南南南南部部部部ににににおけおけおけおけるるるるサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ農農農農家家家家のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 南南南南部地域部地域部地域部地域のののの農農農農地地地地にににに占占占占めるめるめるめるサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの作付面積作付面積作付面積作付面積のののの割割割割合合合合をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 南南南南部地域部地域部地域部地域のののの主主主主要要要要なななな農農農農業産出額業産出額業産出額業産出額をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 南南南南部地区部地区部地区部地区ににににおけおけおけおけるるるる農農農農業業業業法人法人法人法人設設設設立立立立とととと若若若若者者者者のののの就農就農就農就農状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 農農農農地地地地中中中中間間間間管理管理管理管理機構機構機構機構をををを通通通通したしたしたした農農農農地地地地のののの集集集集約約約約のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 翔南製糖翔南製糖翔南製糖翔南製糖がががが操操操操業業業業停停停停止止止止するするするするこここことによるとによるとによるとによる南南南南部部部部のののの農農農農業政業政業政業政策策策策のののの見直見直見直見直しはあるかしはあるかしはあるかしはあるか。。。。

4444 公共交通公共交通公共交通公共交通としてのとしてのとしてのとしての鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの導入導入導入導入についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導入導入導入導入ににににおけおけおけおけるるるる公設公設公設公設民営型民営型民営型民営型「「「「上上上上下下下下分離分離分離分離方式方式方式方式」」」」についてについてについてについて

((((2222)))) 那覇那覇那覇那覇かかかからららら与与与与那原町那原町那原町那原町、、、、那覇那覇那覇那覇かかかからららら八重瀬八重瀬八重瀬八重瀬町町町町へへへへはははは地地地地元元元元かかかからららら次世代型次世代型次世代型次世代型路路路路面電面電面電面電車車車車（（（（ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ））））のののの導入導入導入導入へへへへ
のののの強強強強いいいい要要要要望望望望がながながながなされされされされているがているがているがているが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 太平洋太平洋太平洋太平洋島島島島サミットサミットサミットサミットについてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第８８８８回太平洋回太平洋回太平洋回太平洋島島島島サミットサミットサミットサミットのののの誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けけけけてのてのてのて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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ沖縄沖縄沖縄沖縄とととともももも連携連携連携連携しししし、、、、太平洋太平洋太平洋太平洋島島島島サミットサミットサミットサミットのののの事事事事務局務局務局務局をををを本本本本県県県県にににに設置設置設置設置すすすすべくべくべくべく取取取取りりりり組組組組めないかめないかめないかめないか。。。。
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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06060606    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

5555 17171717分分分分 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 辺辺辺辺野野野野古古古古埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認取取取取りりりり消消消消しについてしについてしについてしについて
　知事　知事　知事　知事はははは去去去去るるるる９９９９月月月月11116666日日日日、、、、第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会のののの検検検検討結討結討結討結果果果果をををを受受受受けけけけてててて、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認はははは瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるとしてがあるとしてがあるとしてがあるとして、、、、
取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを表明表明表明表明したしたしたした。。。。県県県県民民民民とのとのとのとの公約公約公約公約をしをしをしをしっっっっかりかりかりかり、、、、着着着着実実実実にににに実行実行実行実行するするするする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高高高高くくくく評価評価評価評価
しししし、、、、そそそそのののの取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの理由理由理由理由とととと根根根根拠拠拠拠をををを改改改改めてめてめてめて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害被害被害被害実実実実態調態調態調態調査査査査についてについてについてについて
　政　政　政　政府府府府はははは、、、、これまこれまこれまこれまでででで、、、、太平洋太平洋太平洋太平洋戦争戦争戦争戦争ににににおけおけおけおけるるるる戦争戦争戦争戦争被害被害被害被害のののの実実実実態態態態かかかからららら、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害被害被害被害実実実実態態態態をををを覆覆覆覆いいいい
隠隠隠隠しししし、、、、北海北海北海北海道道道道かかかからららら鹿児鹿児鹿児鹿児島島島島ままままでのでのでのでの44446666都都都都道道道道府府府府県県県県ままままでのでのでのでの被害被害被害被害実実実実態調態調態調態調査査査査しかしかしかしか、、、、公公公公表表表表していないしていないしていないしていないこここことがとがとがとが
判明判明判明判明したしたしたした。。。。これまこれまこれまこれまでででで、、、、県県県県のののの援援援援護護護護課課課課がががが公公公公表表表表しているしているしているしている沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの被害被害被害被害者者者者20202020万余万余万余万余のののの戦戦戦戦没没没没者者者者はははは、、、、当当当当時時時時
のののの人口人口人口人口比比比比でのでのでのでのデデデデーターでありーターでありーターでありーターであり、、、、1111999944444444年年年年のののの10101010・・・・10101010空空空空襲襲襲襲やややや対馬丸対馬丸対馬丸対馬丸、、、、ママママララララリリリリアアアア等等等等でのでのでのでの死亡死亡死亡死亡者者者者はははは抜抜抜抜けけけけ
落落落落ちちちちているているているている。。。。とととところころころころがががが、、、、1111999999993333年年年年のののの「「「「平和平和平和平和のののの礎礎礎礎」」」」のののの建立建立建立建立時時時時のののの調調調調査査査査はははは、、、、1111999931313131年年年年９９９９月月月月かかかからららら15151515年戦争年戦争年戦争年戦争のののの
期間期間期間期間をををを調調調調査査査査してしてしてしておおおおりりりり、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの実実実実相相相相をををを反映反映反映反映しているとしているとしているとしていると考考考考ええええるるるる。。。。よよよよっっっってててて、、、、戦後戦後戦後戦後70707070年年年年のののの節節節節目目目目にににに「「「「平平平平
和和和和のののの礎礎礎礎」」」」のののの実実実実態調態調態調態調査査査査をををを分分分分析析析析しししし、、、、改改改改めてめてめてめて、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの実実実実相相相相にににに迫迫迫迫りりりり、、、、よりよりよりより正正正正確確確確なななな被害被害被害被害者数者数者数者数をををを把握把握把握把握しししし、、、、
公公公公式式式式なななな資料資料資料資料としてとしてとしてとして、、、、政政政政府府府府資料資料資料資料にににに記記記記録録録録ささささせせせせるるるるこここことをとをとをとを求求求求めるめるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 首里城首里城首里城首里城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
　政　政　政　政府府府府はははは、、、、平平平平成成成成30303030年年年年をををを目目目目途途途途にににに首里城首里城首里城首里城公公公公園園園園国国国国営営営営部分部分部分部分のののの県移県移県移県移管管管管協議協議協議協議をををを進進進進めているめているめているめている。。。。ここここのののの首里城首里城首里城首里城
正正正正殿殿殿殿などなどなどなど有有有有料料料料区域区域区域区域はははは、、、、111188880000万人万人万人万人のののの観光客観光客観光客観光客がががが訪訪訪訪れれれれ、、、、年年年年々々々々、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄へへへへのののの入入入入域域域域観光客観光客観光客観光客ががががふふふふええええるにつるにつるにつるにつ
れれれれ、、、、首里城首里城首里城首里城のののの入入入入域域域域客客客客数数数数もももも当当当当然然然然ふふふふええええてきているてきているてきているてきている。。。。現現現現在在在在、、、、管理管理管理管理しているしているしているしている美美美美らららら島島島島財財財財団団団団はははは25252525....6666％％％％もももも増増増増
収益収益収益収益をををを上上上上げげげげ、、、、営営営営業業業業料料料料をををを受受受受けけけけ取取取取っっっっているているているている都都都都市市市市再再再再生機構生機構生機構生機構のありのありのありのあり方方方方もももも問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。県県県県はははは移移移移管管管管にににに際際際際しししし
てててて初期初期初期初期投資投資投資投資のののの負担負担負担負担やややや維持維持維持維持管理管理管理管理費費費費等等等等のののの協議協議協議協議もももも進進進進めているのかめているのかめているのかめているのか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。。。。

4444 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの離島離島離島離島観光観光観光観光交流交流交流交流促促促促進事業進事業進事業進事業のののの島島島島たびたびたびたび助助助助成事業成事業成事業成事業がががが動動動動きききき始始始始めためためためた、、、、そそそそのののの実施内実施内実施内実施内容容容容をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの生産生産生産生産育育育育成成成成についてについてについてについて
　　　　サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビはははは、、、、離島離島離島離島、、、、過疎過疎過疎過疎地域地域地域地域のののの重重重重要要要要品品品品目目目目であるであるであるである。。。。離島離島離島離島のののの地地地地理理理理的不的不的不的不利利利利益益益益にににに加加加加ええええ、、、、久米久米久米久米
島島島島、、、、大東大東大東大東などはなどはなどはなどは、、、、雨雨雨雨もももも降降降降ららららずずずず、、、、減産減産減産減産にににに歯歯歯歯どめがかかどめがかかどめがかかどめがかかららららずずずず、、、、ままままたたたた、、、、他他他他のののの地域地域地域地域ではではではでは、、、、台風台風台風台風等等等等、、、、災災災災
害害害害のののの影響影響影響影響ででででサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの生産生産生産生産にににに不不不不安定安定安定安定をををを醸醸醸醸しししし出出出出しているしているしているしている。。。。県県県県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)))) 那覇那覇那覇那覇――――粟粟粟粟国間国間国間国間のののの小小小小型型型型機機機機がががが事事事事故故故故をををを起起起起ここここしししし、、、、運運運運休休休休となりとなりとなりとなり、、、、公公公公務務務務、、、、学校学校学校学校、、、、部活動部活動部活動部活動、、、、病院病院病院病院へへへへのののの通通通通院院院院
等等等等、、、、島島島島民民民民のののの生活生活生活生活にににに大大大大きなきなきなきな支支支支障障障障がががが起起起起きているきているきているきている。。。。村村村村ではではではでは、、、、飛飛飛飛行行行行のののの再再再再開開開開ととととフェフェフェフェリリリリーのーのーのーの増便増便増便増便などなどなどなど、、、、まままま
たたたた、、、、粟粟粟粟国港国港国港国港のののの静穏静穏静穏静穏度度度度のののの改改改改修修修修工工工工事事事事もももも強強強強くくくく求求求求めているめているめているめている。。。。県県県県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。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒支援支援支援支援セセセセンターがンターがンターがンターが近々近々近々近々開開開開所所所所するするするする。。。。那覇那覇那覇那覇近郊近郊近郊近郊のののの渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷、、、、粟粟粟粟国国国国やややや宮宮宮宮古古古古のののの多良多良多良多良
間間間間、、、、伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋、、、、伊是伊是伊是伊是名名名名などなどなどなど高高高高校校校校未未未未設置設置設置設置のののの島島島島々々々々（（（（11116666市町村市町村市町村市町村））））かかかからららら毎毎毎毎年年年年15151515歳歳歳歳でででで島島島島をををを離離離離れれれれ、、、、離島離島離島離島とととと
本本本本島島島島のののの二二二二重重重重生活生活生活生活をををを余余余余儀儀儀儀ななななくされくされくされくされているているているている。。。。親親親親のののの経済経済経済経済的的的的負担負担負担負担、、、、精神的精神的精神的精神的負担負担負担負担などがありなどがありなどがありなどがあり、、、、寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎
のののの建建建建設設設設がががが強強強強くくくく求求求求めめめめられられられられてきたてきたてきたてきた。。。。今今今今回回回回やっやっやっやっとととと、、、、そそそそのののの寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎がががが完完完完成成成成するするするする。。。。開開開開所所所所時期時期時期時期、、、、運運運運営営営営要要要要綱綱綱綱
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 離島生活離島生活離島生活離島生活ココココスススストトトト低減事業低減事業低減事業低減事業としてとしてとしてとして、、、、本本本本島島島島とととと離島間離島間離島間離島間のののの輸送輸送輸送輸送運賃運賃運賃運賃、、、、販販販販売経売経売経売経費費費費のののの一一一一部部部部をををを補助補助補助補助するするするする
事業事業事業事業のののの実実実実績績績績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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 台風台風台風台風９９９９号号号号のののの影響影響影響影響でででで、、、、渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷村村村村のののの防防防防波堤波堤波堤波堤がががが決壊決壊決壊決壊しししし、、、、フェフェフェフェリリリリーがーがーがーが入入入入港港港港できできできできずずずず、、、、１１１１週週週週間間間間余余余余もももも、、、、生生生生
活物活物活物活物資資資資がががが届届届届かかかかずずずず、、、、住住住住民民民民生活生活生活生活にににに大大大大きなきなきなきな支支支支障障障障をををを来来来来したしたしたした。。。。防防防防波堤波堤波堤波堤のののの改改改改修修修修ととととフェフェフェフェリリリリーがーがーがーが接岸接岸接岸接岸するするするする
防防防防舷材舷材舷材舷材のののの修繕修繕修繕修繕はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 米艦船米艦船米艦船米艦船のはのはのはのはえええ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
　　　　米音米音米音米音響響響響測測測測定定定定艦艦艦艦イイイインンンンペペペペッッッッカカカカブルブルブルブルがががが沖縄沖縄沖縄沖縄ののののママママグログログログロははははええええ縄縄縄縄をををを切断切断切断切断してかしてかしてかしてからららら１１１１年年年年余余余余がががが過過過過ぎぎぎぎたたたた。。。。しかしかしかしか
しししし、、、、米側米側米側米側はいはいはいはいままままだだだだにににに関関関関与与与与をををを認認認認めめめめずずずず、、、、損損損損害害害害賠償賠償賠償賠償のののの目目目目途途途途すすすすらららら立立立立っっっっていないていないていないていない状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。ここここのののの海海海海域域域域
はクはクはクはクロロロロママママグログログログロのののの好漁好漁好漁好漁場場場場でありでありでありであり被害被害被害被害額額額額もももも大大大大ききききくくくく、、、、漁漁漁漁業者業者業者業者のののの生活生活生活生活にににに大大大大ききききくくくく影響影響影響影響をををを与与与与ええええているているているている。。。。漁漁漁漁業業業業
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者者者者はははは、、、、船舶船舶船舶船舶のののの安安安安全操全操全操全操業業業業とととと再再再再発発発発防止防止防止防止をををを強強強強くくくく求求求求めているめているめているめている。。。。県県県県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。。。。

6666 国国国国場場場場川河川川河川川河川川河川のののの整備整備整備整備についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは、、、、国国国国場場場場川川川川水水水水系系系系水水水水とととと緑緑緑緑ののののネネネネットットットットワワワワークークークーク基基基基本本本本計画計画計画計画をををを策策策策定定定定しししし、、、、明明明明治治治治橋橋橋橋かかかからららら南南南南風風風風原原原原のののの宮城橋宮城橋宮城橋宮城橋にににに
至至至至るるるる水水水水系系系系をををを治治治治水対策水対策水対策水対策だだだだけけけけでなでなでなでなくくくく、、、、親親親親水水水水性性性性のののの河川計画河川計画河川計画河川計画をしているをしているをしているをしている。。。。そそそそしてしてしてして、、、、中中中中流流流流のののの一一一一部部部部ではではではでは遊遊遊遊
歩歩歩歩道道道道をををを整備整備整備整備しししし、、、、川川川川をををを眺眺眺眺めながめながめながめながらららら、、、、休憩休憩休憩休憩がとがとがとがとれれれれるバるバるバるバルコニルコニルコニルコニーーーーややややオオオオーーーーププププンカンカンカンカフェフェフェフェ等等等等をををを実現実現実現実現していしていしていしてい
るるるる。。。。基基基基本本本本計画計画計画計画にあるようににあるようににあるようににあるように明明明明治治治治橋橋橋橋かかかからららら宮城橋宮城橋宮城橋宮城橋のののの上流上流上流上流ままままでででで、、、、一一一一体体体体的的的的にににに遊歩遊歩遊歩遊歩道道道道としてとしてとしてとして連連連連結結結結ささささせせせせるるるるここここ
とがとがとがとが水水水水辺辺辺辺のののの散散散散策策策策路路路路としてとしてとしてとして完完完完成成成成するするするするこここことができるとができるとができるとができる。。。。しかししかししかししかし、、、、現状現状現状現状はははは、、、、一一一一体体体体性性性性がながながながなくくくく、、、、河川河川河川河川敷敷敷敷ははははほほほほとととと
んんんんどどどど草草草草がががが生生生生いいいい茂茂茂茂りりりり、、、、散散散散策策策策できるできるできるできる状況状況状況状況ではないではないではないではない。。。。整備実整備実整備実整備実績績績績とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問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06060606    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

6666 17171717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 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についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛局局局局のののの岩礁破砕許可申請岩礁破砕許可申請岩礁破砕許可申請岩礁破砕許可申請にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの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

((((2222)))) 赤嶺衆議院議赤嶺衆議院議赤嶺衆議院議赤嶺衆議院議員員員員のののの国会質問国会質問国会質問国会質問でででで、、、、大大大大臣臣臣臣がががが米米米米軍基地内軍基地内軍基地内軍基地内のののの戦戦戦戦没没没没者者者者遺骨遺骨遺骨遺骨はははは米米米米軍軍軍軍にににに収収収収集集集集をををを要要要要望望望望
するするするする。。。。遺骨情報遺骨情報遺骨情報遺骨情報のののの有有有有無無無無をををを県県県県にににに伺伺伺伺うとうとうとうと答弁答弁答弁答弁ししししまままましたしたしたした。。。。キキキキャャャャンンンンププププ・・・・シシシシュワブュワブュワブュワブ内内内内のののの大大大大浦浦浦浦崎収容崎収容崎収容崎収容所付所付所付所付
近近近近のののの遺骨収遺骨収遺骨収遺骨収集集集集についてについてについてについて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) 辺辺辺辺野野野野古古古古のののの公公公公有水面埋立承認有水面埋立承認有水面埋立承認有水面埋立承認申請申請申請申請をををを行行行行っっっったたたた沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛局局局局はははは、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの承認承認承認承認取取取取りりりり消消消消しでしでしでしで埋埋埋埋
めめめめ立立立立てのてのてのての法法法法的的的的根根根根拠拠拠拠がながながながなくくくくなりなりなりなりまままますすすす。。。。即刻即刻即刻即刻工工工工事事事事をををを中中中中止止止止しなしなしなしなけれけれけれければばばばななななららららないとないとないとないと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、見見見見解解解解
をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((4444)))) 日本日本日本日本のののの立立立立憲憲憲憲主義主義主義主義、、、、平和主義平和主義平和主義平和主義、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義をををを破壊破壊破壊破壊するするするする戦争戦争戦争戦争法法法法廃廃廃廃止止止止のののの「「「「国国国国民民民民連連連連合合合合政政政政府府府府」」」」をををを日本日本日本日本
共産共産共産共産党党党党のののの志志志志位位位位委員委員委員委員長長長長がががが提案提案提案提案しししし、、、、各界各界各界各界かかかからららら賛同賛同賛同賛同のののの声声声声がががが寄寄寄寄せせせせられられられられていていていていまままますすすす。。。。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
いいいいまままますすすす。。。。

2222 児児児児童虐待童虐待童虐待童虐待死亡死亡死亡死亡事事事事件件件件についてについてについてについて

((((1111)))) 若若若若者者者者のののの２２２２人人人人にににに１１１１人人人人がががが非非非非正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用となりとなりとなりとなり、、、、低賃金低賃金低賃金低賃金、、、、長時間長時間長時間長時間労労労労働働働働のののの広広広広がりはがりはがりはがりは、、、、子子子子育育育育てをてをてをてを困難困難困難困難にににに
するするするする大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因となとなとなとなっっっっていていていていまままますすすす。。。。県県県県のののの児児児児童童童童相相相相談談談談所所所所がかかがかかがかかがかかわわわわっっっっていたていたていたていた３３３３歳歳歳歳児児児児童童童童のののの虐待虐待虐待虐待死亡死亡死亡死亡
事事事事件件件件をなをなをなをなぜぜぜぜ防防防防ぐぐぐぐこここことができなかとができなかとができなかとができなかっっっったのかたのかたのかたのか、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) 本本本本県県県県のののの児児児児童虐待童虐待童虐待童虐待のののの実実実実態態態態についてについてについてについて、、、、全全全全国国国国とととと比比比比べべべべてどうなてどうなてどうなてどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。

((((3333)))) 児児児児童童童童相相相相談談談談所所所所のののの職職職職員員員員体体体体制制制制はははは緊急緊急緊急緊急事事事事案案案案にににに対応対応対応対応できていないのではないですかできていないのではないですかできていないのではないですかできていないのではないですか。。。。

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ののののひひひひききききこもこもこもこもりのりのりのりの実実実実態態態態はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。全全全全国国国国ののののひひひひききききこもこもこもこもりりりり支援支援支援支援セセセセンターのンターのンターのンターの設置状況設置状況設置状況設置状況
とととと支援内支援内支援内支援内容容容容についてについてについてについて。。。。県県県県ががががひひひひききききこもこもこもこもりりりり支援支援支援支援セセセセンターをンターをンターをンターを早急早急早急早急にににに設置設置設置設置するするするするこここことについてとについてとについてとについて。。。。

4444 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ンンン被害被害被害被害のののの救救救救済済済済についてについてについてについて

((((1111)))) 被害被害被害被害者者者者がががが救救救救済済済済をををを求求求求めためためためた要要要要請請請請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応対応対応対応についてについてについてについて

((((2222)))) ワワワワククククチチチチンンンン被害被害被害被害のののの厚労省厚労省厚労省厚労省のののの検検検検討討討討内内内内容容容容はははは、、、、従従従従来来来来救救救救済済済済できなかできなかできなかできなかっっっったたたた沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの被害被害被害被害者者者者はははは救救救救済済済済できできできでき
るのですかるのですかるのですかるのですか。。。。被害被害被害被害者者者者のののの精神的精神的精神的精神的、、、、経済経済経済経済的的的的負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するためにするためにするためにするために支援支援支援支援策策策策をををを講講講講じじじじるるるるべべべべきではあきではあきではあきではあ
りりりりまままませんせんせんせんかかかか。。。。

5555 高高高高齢齢齢齢者行政者行政者行政者行政についてについてについてについて

((((1111)))) 無無無無年金年金年金年金やややや低年金低年金低年金低年金のののの多多多多いいいい沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿をををを目目目目指指指指したしたしたした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伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) 歩歩歩歩行行行行困難困難困難困難なななな独居独居独居独居高高高高齢齢齢齢者者者者にににに行政行政行政行政のののの手手手手がががが届届届届かかかかずずずず、、、、不不不不自自自自由由由由ななななまままままままま不不不不安安安安にににに暮暮暮暮ららららしているしているしているしている事事事事例例例例があがあがあがあ
るがるがるがるが、、、、孤孤孤孤立死立死立死立死のののの実実実実態態態態はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。地域地域地域地域包括包括包括包括支援支援支援支援セセセセンターのンターのンターのンターの設置設置設置設置やややや取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状
況況況況、、、、及及及及びびびび拡充拡充拡充拡充するするするするこここことについてとについてとについてとについて

6666 抜本抜本抜本抜本的的的的なななな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をををを行行行行うためにうためにうためにうために、、、、全全全全国初国初国初国初のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの貧困貧困貧困貧困調調調調査査査査がががが期期期期待待待待されされされされていていていていまままますすすす。。。。
子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困調調調調査査査査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まれまれまれまれているかているかているかているか、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

7777 待待待待機機機機児児児児童童童童のののの解解解解消消消消はははは認認認認可可可可保育保育保育保育園園園園でででで行行行行ううううべべべべききききだだだだがががが、、、、増増増増設計画設計画設計画設計画をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。県県県県はははは新新新新設設設設のののの認認認認可可可可保育保育保育保育
園園園園をををを保育保育保育保育士士士士のののの正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用６６６６割割割割にしているがにしているがにしているがにしているが、、、、既存既存既存既存のののの正正正正規率規率規率規率はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか、、、、原原原原因因因因はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。当当当当
面面面面、、、、全全全全てのてのてのての認認認認可園可園可園可園でででで正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用をををを６６６６割割割割以以以以上上上上にににに引引引引きききき上上上上げげげげるためのるためのるためのるための県県県県のののの支援支援支援支援策策策策をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

8888 浦添市浦添市浦添市浦添市のののの国国国国立立立立劇劇劇劇場場場場周辺周辺周辺周辺をををを郷土郷土郷土郷土芸芸芸芸能能能能、、、、文文文文化化化化発発発発信信信信・・・・交流交流交流交流のののの地域地域地域地域としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、県県県県立立立立郷土郷土郷土郷土劇劇劇劇場場場場
のののの建建建建設設設設をををを急急急急ぐぐぐぐこここことについてとについてとについてとについて、、、、進捗進捗進捗進捗をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

9999 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
　　　　学学学学力力力力テテテテスススストトトト順位競争順位競争順位競争順位競争のためののためののためののための過去過去過去過去問題問題問題問題学学学学習習習習やややや点数競争点数競争点数競争点数競争をあをあをあをあおおおおるるるる教育教育教育教育ではなではなではなではなくくくく、、、、教教教教師師師師のののの多多多多
忙忙忙忙化化化化解解解解消消消消でででで子供子供子供子供とととと向向向向きききき合合合合いどのいどのいどのいどの子子子子ににににもももも行行行行きききき届届届届いたいたいたいた教育教育教育教育をををを実現実現実現実現するするするする学校学校学校学校づくづくづくづくりがりがりがりが必必必必要要要要とととと考考考考えまえまえまえま
すすすす。。。。
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((((1111)))) 少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級のののの拡拡拡拡大大大大はははは次次次次年度年度年度年度のののの計画計画計画計画でどうなでどうなでどうなでどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。

((((2222)))) 過過過過労労労労死死死死のののの目安目安目安目安ととととされされされされるるるる月月月月88880000時間時間時間時間をををを超超超超ええええているているているている教教教教師師師師のののの人人人人数数数数とととと割割割割合合合合はははは全全全全国国国国にににに比比比比べべべべてどうですてどうですてどうですてどうです
かかかか。。。。病休病休病休病休とととと精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患のののの人人人人数数数数とととと割割割割合合合合はははは全全全全国国国国とととと比比比比べべべべてどうですかてどうですかてどうですかてどうですか。。。。改改改改善善善善策策策策をををを問問問問いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) 給給給給付付付付制制制制のののの奨奨奨奨学学学学金金金金制制制制度度度度のののの来来来来年度年度年度年度のののの募募募募集集集集にににに向向向向けけけけてててて、、、、募募募募集集集集内内内内容容容容とととと取取取取りりりり組組組組みはどうなみはどうなみはどうなみはどうなっっっっていていていていまままますすすす
かかかか。。。。

10101010 軍港移設問題軍港移設問題軍港移設問題軍港移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 浦添浦添浦添浦添新新新新軍港軍港軍港軍港はははは、、、、米米米米軍軍軍軍とととと自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの訓練訓練訓練訓練、、、、攻撃攻撃攻撃攻撃基地基地基地基地になるのではないですかになるのではないですかになるのではないですかになるのではないですか。。。。

((((2222)))) 現那覇軍港現那覇軍港現那覇軍港現那覇軍港のののの専専専専用用用用面積面積面積面積とととと水水水水深深深深やややや機能機能機能機能についてについてについてについて、、、、浦添浦添浦添浦添新新新新軍港軍港軍港軍港のののの形状形状形状形状、、、、面積面積面積面積、、、、機能機能機能機能、、、、艦船艦船艦船艦船
のののの回回回回転転転転水水水水域域域域などはどうななどはどうななどはどうななどはどうなっっっっていていていていまままますかすかすかすか。。。。

((((3333)))) 公約公約公約公約をををを破破破破っっっってててて浦添浦添浦添浦添新新新新軍港軍港軍港軍港受受受受けけけけ入入入入れれれれをををを表明表明表明表明したしたしたした浦添市長浦添市長浦添市長浦添市長がががが、、、、浦添浦添浦添浦添新新新新軍港軍港軍港軍港のののの位置位置位置位置変変変変更更更更をををを提提提提
案案案案したしたしたしたこここことにとにとにとに対対対対しししし、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港管理管理管理管理組組組組合合合合はははは民民民民間港湾間港湾間港湾間港湾にににに支支支支障障障障があるとがあるとがあるとがあると明言明言明言明言していしていしていしていまままますすすす。。。。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

11111111 那覇港那覇港那覇港那覇港のののの国際国際国際国際ココココンンンンテテテテナナナナターターターターミミミミナナナナルルルル事業事業事業事業かかかかららららフフフフィィィィリピリピリピリピンのンのンのンの港湾施設運港湾施設運港湾施設運港湾施設運営大営大営大営大手手手手会会会会社社社社がががが撤退撤退撤退撤退ししししまままましししし
たたたた。。。。国際国際国際国際貨貨貨貨物取物取物取物取扱扱扱扱量量量量のののの不不不不振振振振がががが理由理由理由理由だだだだがががが、、、、計画計画計画計画がががが過大過大過大過大ではなかではなかではなかではなかっっっったのですかたのですかたのですかたのですか。。。。国際国際国際国際貨貨貨貨物物物物のののの計計計計
画画画画にににに対対対対するするするする実実実実績績績績とととと達成達成達成達成率率率率、、、、トトトトランシランシランシランシッッッッププププ貨貨貨貨物物物物のののの計画計画計画計画にににに対対対対するするするする実実実実績績績績とととと達成達成達成達成率率率率についてについてについてについて

12121212 ９９９９月月月月11116666日付日付日付日付ジジジジャャャャパパパパンタンタンタンタイイイイムズムズムズムズ電電電電子子子子版版版版がががが1111999999993333年年年年のののの米米米米軍軍軍軍文文文文書書書書でででで、、、、キキキキャャャャンンンンププププ・キ・キ・キ・キンンンンザザザザーにーにーにーに「「「「重重重重金金金金属属属属とととと
殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤によるによるによるによる環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染のののの証拠証拠証拠証拠があるとがあるとがあるとがあると明記明記明記明記しているしているしているしている」」」」とととと報報報報道道道道ししししまままましたしたしたした。。。。先先先先日日日日、、、、キキキキャャャャンンンンププププ・キ・キ・キ・キンンンン
ザザザザーーーー周辺周辺周辺周辺ででででＰＰＰＰＣＣＣＣＢＢＢＢ汚染汚染汚染汚染ののののハハハハブブブブがががが発見発見発見発見されされされされ住住住住民民民民をををを不不不不安安安安にににに陥陥陥陥れれれれていていていていまままますすすす。。。。早急早急早急早急にににに、、、、基地内基地内基地内基地内のののの土土土土
壌壌壌壌、、、、水水水水質質質質、、、、倉庫倉庫倉庫倉庫内内内内のののの立入立入立入立入汚染汚染汚染汚染調調調調査査査査をををを要求要求要求要求してしてしてして、、、、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実効実効実効実効性性性性をををを問問問問ううううべべべべきですきですきですきです。。。。

13131313我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問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06060606    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

7777 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 犬犬犬犬・・・・猫殺処猫殺処猫殺処猫殺処分分分分ゼゼゼゼロロロロののの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

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの近近近近年年年年のののの犬犬犬犬・・・・猫殺処猫殺処猫殺処猫殺処分数分数分数分数のののの推推推推移移移移とととと殺処殺処殺処殺処分分分分ゼゼゼゼロロロロをををを目目目目指指指指したしたしたした取取取取りりりり組組組組みとみとみとみとそそそそのののの成果成果成果成果をををを問問問問
うううう。。。。

((((2222)))) 犬犬犬犬・・・・猫殺処猫殺処猫殺処猫殺処分分分分ゼゼゼゼロロロロをををを目目目目指指指指すすすす年年年年次次次次的的的的なななな計画計画計画計画をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) ササササクラクラクラクラ猫猫猫猫事業事業事業事業のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを問問問問うううう。。。。

2222 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県人口人口人口人口増加増加増加増加計画計画計画計画・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンンンンゆゆゆゆががががふふふふししししまづくまづくまづくまづくりについてりについてりについてりについて

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの人口人口人口人口動動動動態態態態のののの現状現状現状現状とととと傾傾傾傾向向向向はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 人口人口人口人口減減減減少少少少につながるにつながるにつながるにつながる要要要要因因因因はははは何何何何かかかか問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 子子子子育育育育てててて支援支援支援支援がががが重重重重要要要要とととと思思思思うがうがうがうがそそそそのののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 保育所入所保育所入所保育所入所保育所入所待待待待機機機機児児児児童童童童のののの解解解解消消消消計画計画計画計画をををを問問問問うううう。。。。

3333 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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地跡跡跡跡地利用地利用地利用地利用のののの問題点問題点問題点問題点についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日日日日米米米米環境環境環境環境補補補補足足足足協協協協定定定定がががが締締締締結結結結されまされまされまされましたしたしたした。。。。そそそそのののの協協協協定定定定はははは県県県県のののの要求要求要求要求をををを満満満満たしているのかたしているのかたしているのかたしているのか、、、、問題問題問題問題はははは
ないかないかないかないか問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ これまこれまこれまこれまでにでにでにでに返還返還返還返還されされされされたたたた米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地のののの使使使使用用用用履歴履歴履歴履歴はははは明明明明ららららかかかかかかかか問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ののののサッサッサッサッカーカーカーカー場場場場のののの環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染問題問題問題問題についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) キキキキャャャャンンンンププププ瑞慶覧返還瑞慶覧返還瑞慶覧返還瑞慶覧返還用地用地用地用地のののの跡跡跡跡地利用地利用地利用地利用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 政政政政府府府府要要要要請請請請のののの趣趣趣趣旨旨旨旨はははは何何何何かかかか。。。。そそそそのののの成果成果成果成果はははは。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地はははは、、、、東洋東洋東洋東洋のかなめのかなめのかなめのかなめ石石石石というというというという表表表表現現現現があるがあるがあるがある一一一一方方方方、、、、米米米米軍軍軍軍のののの東洋東洋東洋東洋ののののごごごごみためといみためといみためといみためとい
うううう表表表表現現現現ももももあるあるあるある。。。。ななななぜぜぜぜかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 支支支支障障障障除除除除去去去去についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような計画計画計画計画でででで進進進進めめめめられられられられているかているかているかているか問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ははははＷＷＷＷのののの調調調調査査査査がががが行行行行わわわわれそれそれそれそのののの数数数数値値値値にににに違違違違いがいがいがいが出出出出まままましたしたしたした。。。。県県県県がががが主主主主体体体体的的的的にかかにかかにかかにかかわわわわるるるるこここことがとがとがとが
求求求求めめめめられられられられているとているとているとていると思思思思うううう。。。。そそそそのののの体体体体制制制制をををを問問問問うううう。。。。

4444 県産泡盛出県産泡盛出県産泡盛出県産泡盛出荷荷荷荷状況状況状況状況のののの現状現状現状現状とととと推推推推移移移移、、、、今後今後今後今後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

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問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06060606    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

8888 17171717分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　瑞己瑞己瑞己瑞己（（（（うまんちゅのうまんちゅのうまんちゅのうまんちゅの会会会会）））） 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 安安安安全保障全保障全保障全保障関連関連関連関連法法法法とととと沖縄沖縄沖縄沖縄についてについてについてについて
　安　安　安　安倍倍倍倍政政政政権権権権はははは国国国国民民民民的的的的反対反対反対反対のののの声声声声をををを押押押押しししし切切切切っっっってててて、、、、戦争戦争戦争戦争法法法法とととともももも言言言言わわわわれれれれるるるる「「「「安安安安保法保法保法保法制制制制」」」」をををを強行成強行成強行成強行成立立立立ささささ
せせせせたたたた。。。。法法法法案案案案審審審審議議議議のののの中中中中でででで、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊トットットットッププププのののの河河河河野野野野克俊統克俊統克俊統克俊統合合合合幕僚幕僚幕僚幕僚長長長長とととと米米米米軍軍軍軍首首首首脳脳脳脳のののの会会会会談談談談記記記記録録録録がががが内部内部内部内部
文文文文書書書書によによによによっっっってててて明明明明ららららかになかになかになかになっっっったたたた。。。。

((((1111)))) 統統統統合合合合幕僚幕僚幕僚幕僚長長長長はははは、、、、知事知事知事知事選挙選挙選挙選挙結結結結果果果果についてについてについてについて「「「「普天普天普天普天間移設間移設間移設間移設反対反対反対反対のののの知事知事知事知事がががが就就就就任任任任したがしたがしたがしたが、、、、辺辺辺辺野野野野古古古古
へへへへのののの移設問題移設問題移設問題移設問題はははは政治政治政治政治レレレレベベベベルルルルのののの議議議議論論論論であるのでであるのでであるのでであるので方方方方針針針針にはにはにはには変変変変更更更更はないとのはないとのはないとのはないとの認識認識認識認識であるであるであるである。。。。安安安安倍倍倍倍
政政政政権権権権はははは強力強力強力強力にににに推推推推進進進進するであするであするであするであろろろろうううう」」」」とととと述述述述べべべべているているているている。。。。ままままたたたた、、、、「「「「オオオオススススププププレレレレイイイイのののの不不不不安安安安全全全全性性性性をあをあをあをあおおおおるのるのるのるの
はははは一一一一部部部部のののの活動家活動家活動家活動家だだだだ」」」」とととともももも述述述述べべべべているているているている。。。。いいいいずずずずれれれれのののの発言発言発言発言もももも、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民のののの民意民意民意民意をををを敵視敵視敵視敵視しししし、、、、事実事実事実事実をををを
ゆゆゆゆがめるがめるがめるがめる発言発言発言発言でありでありでありであり許許許許されされされされるるるるもももものではないのではないのではないのではない。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 統統統統合合合合幕僚幕僚幕僚幕僚長長長長はははは、、、、「「「「辺辺辺辺野野野野古古古古へへへへのののの移転移転移転移転やキやキやキやキャャャャンンンンププププ・・・・ハハハハンンンンセセセセンンンン、、、、キキキキャャャャンンンンププププ・・・・シシシシュワブュワブュワブュワブでのでのでのでの共共共共同同同同使使使使用用用用
がががが実現実現実現実現すすすすれれれればばばば、、、、米米米米海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊とととと陸陸陸陸上自衛隊上自衛隊上自衛隊上自衛隊とのとのとのとの協協協協力力力力がががが一一一一層深層深層深層深化化化化するとするとするとすると認識認識認識認識しているしているしているしている。。。。これこれこれこれによによによによ
りりりり沖縄沖縄沖縄沖縄のののの住住住住民感民感民感民感情情情情もももも好好好好転転転転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」」」」とととともももも述述述述べべべべているているているている。。。。在在在在沖沖沖沖米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地とととと自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの共共共共
同同同同使使使使用用用用・・・・共共共共同同同同訓練訓練訓練訓練はははは、、、、新新新新たなたなたなたな基地負担基地負担基地負担基地負担のののの激激激激増増増増、、、、基地基地基地基地のののの恒恒恒恒久久久久化化化化につながるにつながるにつながるにつながるもももものでありのでありのでありのであり許許許許ささささ
れれれれないないないない。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 日日日日米米米米合合合合同同同同軍事軍事軍事軍事訓練訓練訓練訓練強化強化強化強化がががが進進進進むむむむ沖縄沖縄沖縄沖縄ににににおおおおいていていていて、、、、文文文文民民民民統統統統制制制制をををを逸脱逸脱逸脱逸脱するするするする自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊トットットットッププププのののの発言発言発言発言
にににに、、、、「「「「戦戦戦戦前前前前回帰回帰回帰回帰のようのようのようのようだだだだ」」」」、、、、「「「「ままままたたたた戦争戦争戦争戦争にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれまれまれまれるのではるのではるのではるのでは」」」」とととと危危危危惧惧惧惧がががが広広広広ががががっっっっているているているている。。。。戦争戦争戦争戦争
法法法法成成成成立立立立とととと沖縄沖縄沖縄沖縄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見見見見解解解解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政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 辺辺辺辺野野野野古古古古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる政政政政府府府府とのとのとのとの集中集中集中集中協議協議協議協議はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの主主主主張張張張をををを理理理理解解解解しようとしないしようとしないしようとしないしようとしない政政政政府府府府のののの
姿勢姿勢姿勢姿勢がががが明明明明確確確確となりとなりとなりとなり決決決決裂裂裂裂となとなとなとなっっっったたたた。。。。知事知事知事知事はははは菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官にににに「「「「おおおお互互互互いいいい別別別別々々々々にににに今今今今日日日日ままままでででで生生生生きてきたきてきたきてきたきてきた
んんんんですですですですねねねね。。。。戦後戦後戦後戦後70707070年間年間年間年間」」」」とととと述述述述べべべべたたたたそそそそううううだだだだがががが、、、、発言発言発言発言にににに込込込込めめめめられられられられたたたた真真真真意意意意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)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認「「「「取取取取りりりり消消消消しししし」」」」表明表明表明表明のののの記記記記者会者会者会者会見見見見のののの中中中中でででで、、、、仲井眞前仲井眞前仲井眞前仲井眞前知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに
ついてついてついてついて「「「「胸胸胸胸がかきがかきがかきがかきむむむむししししられられられられるるるる思思思思いいいい」」」」をををを述述述述べべべべたたたた。。。。そそそそしてしてしてして続続続続けけけけてててて、、、、「「「「同同同同じじじじウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチュチュチュチュががががやっやっやっやったたたた
ここここととととだだだだかかかからららら、、、、一一一一緒緒緒緒になになになになっっっってててて反反反反省省省省のののの中中中中かかかからららら、、、、私私私私たたたたちちちちががががままままたたたた強強強強くくくく、、、、これこれこれこれかかかかららららのののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未未未未来来来来をををを背背背背負負負負
うううう子子子子やややや孫孫孫孫にににに責任責任責任責任をとをとをとをとれれれれるようなるようなるようなるような、、、、そそそそしてしてしてして沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ををををふふふふるるるるささささととしてととしてととしてととして誇誇誇誇りにりにりにりに思思思思ええええるようにるようにるようにるように」」」」、、、、「「「「これこれこれこれかかかか
ららららのののの一一一一連連連連のののの作作作作業業業業でででで取取取取りりりり戻戻戻戻していきたいしていきたいしていきたいしていきたい」」」」とととと述述述述べべべべているているているている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民のののの誇誇誇誇りをりをりをりを取取取取りりりり戻戻戻戻していしていしていしていくくくく知知知知
事事事事のののの決決決決意意意意をををを改改改改めてめてめてめて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 那覇市那覇市那覇市那覇市へへへへのののの特別支援特別支援特別支援特別支援校校校校設設設設立立立立についてについてについてについて
　養　養　養　養護学校護学校護学校護学校がががが義務義務義務義務化化化化されされされされてててて35353535年年年年がががが経経経経過過過過したがしたがしたがしたが、、、、県県県県都都都都那覇市那覇市那覇市那覇市にはいにはいにはいにはいままままだだだだ知知知知的的的的障害児障害児障害児障害児をををを受受受受けけけけ入入入入
れれれれるるるる県県県県立立立立特別支援特別支援特別支援特別支援学校学校学校学校がががが設設設設立立立立されされされされていないていないていないていない。。。。子供子供子供子供たたたたちちちちのののの教育環境教育環境教育環境教育環境をををを整備整備整備整備するするするするこここことはとはとはとは県県県県のののの責責責責
務務務務であるであるであるである。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

4444 図書館図書館図書館図書館行政行政行政行政についてについてについてについて
　　　　図書館図書館図書館図書館法法法法ははははそそそそのののの第第第第１１１１条条条条でででで「「「「国国国国民民民民のののの教育教育教育教育とととと文文文文化化化化のののの発発発発展展展展にににに寄寄寄寄与与与与するするするするこここことをとをとをとを目目目目的的的的とするとするとするとする」」」」としとしとしとし、、、、第第第第３３３３
条条条条ではではではでは「「「「更更更更にににに学校教育学校教育学校教育学校教育をををを援援援援助助助助しししし、、、、及及及及びびびび家家家家庭庭庭庭教育教育教育教育のののの向向向向上上上上にににに資資資資するするするするここここととなるようにととなるようにととなるようにととなるように留留留留意意意意」」」」するするするする
とととと、、、、図書館奉仕図書館奉仕図書館奉仕図書館奉仕をををを定定定定めているめているめているめている。。。。

((((1111)))) 県県県県民民民民１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの貸貸貸貸出出出出件件件件数数数数、、、、蔵書蔵書蔵書蔵書数数数数、、、、図書図書図書図書予予予予算算算算はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。「「「「読書読書読書読書県県県県おおおおきなきなきなきなわわわわ」」」」のののの
実現実現実現実現にににに向向向向けけけけてのてのてのての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 新新新新県県県県立立立立図書館図書館図書館図書館基基基基本本本本計画計画計画計画のののの概概概概要要要要をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 現県現県現県現県立立立立図書館図書館図書館図書館のののの跡跡跡跡地利用計画地利用計画地利用計画地利用計画をををを問問問問うううう。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市とととともももも連携連携連携連携してしてしてして真真真真和和和和志志志志地域地域地域地域のののの人人人人々々々々のののの要要要要望望望望もももも踏踏踏踏
まえまえまえまえたたたた基基基基本本本本構想構想構想構想をををを策策策策定定定定すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。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問問問問うううう。。。。

5555 保育保育保育保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)))) 待待待待機機機機児児児児童解童解童解童解消消消消のためにのためにのためにのために必必必必要要要要なななな保育保育保育保育士士士士はははは何人何人何人何人かかかか。。。。
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((((2222)))) 保育保育保育保育定定定定員員員員にににに不不不不足足足足のののの保育保育保育保育士士士士はははは何人何人何人何人かかかか。。。。

((((3333)))) 保育保育保育保育士不士不士不士不足足足足やややや非非非非正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用率率率率のののの高高高高ささささがががが深深深深刻刻刻刻であるであるであるである。。。。そそそそのののの要要要要因因因因はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 保育保育保育保育士確士確士確士確保保保保やややや待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善のためにのためにのためにのために「「「「保育保育保育保育士住居士住居士住居士住居支援支援支援支援制制制制度度度度」」」」をををを導入導入導入導入するするするするべべべべきであるきであるきであるきである。。。。課題課題課題課題とととと
見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

6666 公共交通政公共交通政公共交通政公共交通政策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 総総総総務務務務企企企企画画画画委員委員委員委員会会会会がががが視察視察視察視察したしたしたしたウウウウィィィィーンーンーンーン市市市市ではではではでは、、、、地地地地下鉄下鉄下鉄下鉄ややややバスバスバスバス、、、、次世代型次世代型次世代型次世代型路路路路面電面電面電面電車車車車（（（（ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ））））
などのなどのなどのなどの交通政交通政交通政交通政策策策策をををを総総総総合合合合的的的的にににに推推推推進進進進していたしていたしていたしていた。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ににににおおおおいていていていてもももも、、、、南北南北南北南北縦縦縦縦断断断断鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道計画道計画道計画道計画とととと同同同同
時進行時進行時進行時進行でででで、、、、次世代型次世代型次世代型次世代型路路路路面電面電面電面電車計画車計画車計画車計画をををを推推推推進進進進すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) ＩＣＩＣＩＣＩＣ乗乗乗乗車車車車券券券券ＯＫＯＫＯＫＯＫＩＣＡＩＣＡＩＣＡＩＣＡ導入導入導入導入後後後後のののの実証実証実証実証結結結結果果果果かかかかららららどのようなどのようなどのようなどのような成果成果成果成果やややや課題課題課題課題がががが見見見見ええええたかたかたかたか。。。。公共交通利公共交通利公共交通利公共交通利
用用用用促促促促進進進進のためにのためにのためにのためにもももも「「「「乗乗乗乗りりりり換換換換ええええ割割割割引引引引」」」」のののの実現実現実現実現はははは急急急急務務務務であるとであるとであるとであると考考考考ええええるがるがるがるが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 離島離島離島離島観光観光観光観光振興計画振興計画振興計画振興計画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21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンでンでンでンで掲掲掲掲げげげげるるるる「「「「世世世世界界界界水水水水準準準準のののの観光観光観光観光リリリリゾゾゾゾーーーートトトト地地地地」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけてててて、、、、第第第第５５５５次次次次沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
観光観光観光観光振興基振興基振興基振興基本本本本計画計画計画計画がががが策策策策定定定定されされされされているているているている。。。。2021202120212021年度年度年度年度（（（（平平平平成成成成33333333年度年度年度年度））））のののの入入入入域域域域観光客観光客観光客観光客総数総数総数総数をををを
1000100010001000万人万人万人万人にににに目標目標目標目標をををを掲掲掲掲げげげげているがているがているがているが、、、、離島離島離島離島観光客観光客観光客観光客のののの目標計画目標計画目標計画目標計画とととと推推推推移移移移はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 久米久米久米久米島島島島はははは独独独独自自自自のののの自自自自然然然然・・・・景景景景観観観観、、、、伝統伝統伝統伝統・・・・文文文文化化化化をををを誇誇誇誇るるるる島島島島であるであるであるである。。。。修修修修学旅学旅学旅学旅行行行行やややや団体団体団体団体旅旅旅旅行行行行客客客客のののの入入入入域域域域
状況状況状況状況はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。空路空路空路空路・・・・航路航路航路航路などのなどのなどのなどの交通交通交通交通網網網網をををを整備整備整備整備してしてしてして、、、、さらさらさらさらなるなるなるなる観光観光観光観光産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに
努努努努めるめるめるめるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。課題課題課題課題とととと対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

8888 ググググララララウウウウンンンンドゴドゴドゴドゴルフルフルフルフ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
　県内各地　県内各地　県内各地　県内各地でででで日日日日常常常常的的的的にににに楽楽楽楽ししししまれまれまれまれているているているているググググララララウウウウンンンンドゴドゴドゴドゴルフルフルフルフはははは、、、、子供子供子供子供かかかからららら高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、障害障害障害障害者者者者ままままでででで全全全全てててて
のののの人人人人々々々々がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるフフフファァァァミリミリミリミリースースースースポポポポーーーーツツツツであるであるであるである。。。。県県県県民民民民のののの生生生生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツツツツとしてとしてとしてとして、、、、ググググララララウウウウンンンンドゴドゴドゴドゴルフルフルフルフへへへへ
のののの支援支援支援支援をををを行行行行ううううべべべべきであるきであるきであるきである。。。。ままままたたたた、、、、全全全全国国国国大大大大会会会会やややや県県県県主催主催主催主催のののの大大大大会会会会などなどなどなどググググララララウウウウンンンンドゴドゴドゴドゴルフルフルフルフのののの振興振興振興振興にににに努努努努めめめめ
るるるるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。


