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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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

1111 20202020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 農業政策農業政策農業政策農業政策についてについてについてについて

((((1111)))) 農業大学農業大学農業大学農業大学のののの改築場所改築場所改築場所改築場所はははは決定決定決定決定したかしたかしたかしたか。。。。

2222 児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉についてについてについてについて

((((1111)))) 待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消はははは目標目標目標目標としたとしたとしたとした平成平成平成平成30303030年年年年４４４４月月月月までにまでにまでにまでに達成達成達成達成できるかできるかできるかできるか。。。。

((((2222)))) 子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 過疎化対策過疎化対策過疎化対策過疎化対策についてについてについてについて

((((1111)))) 過疎化対策過疎化対策過疎化対策過疎化対策のののの中心中心中心中心はははは何何何何かかかか。。。。

4444 振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの中間評価中間評価中間評価中間評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 奨学金奨学金奨学金奨学金のののの新制度新制度新制度新制度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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

2222 20202020分分分分 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 安全保障安全保障安全保障安全保障とととと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)))) 横田基地横田基地横田基地横田基地のののの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊とのとのとのとの共同使用共同使用共同使用共同使用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)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの自衛隊機自衛隊機自衛隊機自衛隊機のののの増加増加増加増加によるによるによるによる影響影響影響影響とととと自衛隊機自衛隊機自衛隊機自衛隊機のののの嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地へのへのへのへの一部移駐一部移駐一部移駐一部移駐のののの可能性可能性可能性可能性
やややや共同使用共同使用共同使用共同使用についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 汗水節汗水節汗水節汗水節のののの生生生生まれたまれたまれたまれた経緯経緯経緯経緯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)))) 学校学校学校学校でのしまくとぅばのでのしまくとぅばのでのしまくとぅばのでのしまくとぅばの指導指導指導指導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)))) 向陽高校向陽高校向陽高校向陽高校のののの中高一貫校中高一貫校中高一貫校中高一貫校へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける退職教員退職教員退職教員退職教員のののの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける学習支援学習支援学習支援学習支援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)))) 「「「「進学力進学力進学力進学力グレードアップグレードアップグレードアップグレードアップ事業事業事業事業」」」」第第第第１１１１回参加者回参加者回参加者回参加者のののの志望校志望校志望校志望校のののの傾向傾向傾向傾向をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 公共交通政策公共交通政策公共交通政策公共交通政策についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてのについてのについてのについての議論議論議論議論のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道でででで那覇那覇那覇那覇・・・・名護間名護間名護間名護間をををを１１１１時間以内時間以内時間以内時間以内とすることととすることととすることととすることと、、、、時間時間時間時間にこだわらずにこだわらずにこだわらずにこだわらずＬＲＴ（ＬＲＴ（ＬＲＴ（ＬＲＴ（次世代型路面次世代型路面次世代型路面次世代型路面
電車電車電車電車））））のののの採用採用採用採用をををを求求求求めるめるめるめる意見意見意見意見についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 東浜東浜東浜東浜へのへのへのへの大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設建設施設建設施設建設施設建設へのへのへのへの対応対応対応対応としてとしてとしてとして、、、、那覇那覇那覇那覇・・・・与那原間与那原間与那原間与那原間ののののＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ導入導入導入導入はははは早期早期早期早期にににに検検検検
討討討討しししし取取取取りりりり組組組組むべきではないかむべきではないかむべきではないかむべきではないか。。。。

4444 子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困率率率率がががが高高高高いいいい主主主主なななな原原原原因因因因はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 本本本本県県県県のののの離婚率離婚率離婚率離婚率についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 本本本本県県県県のののの10101010代代代代のののの婚姻率婚姻率婚姻率婚姻率とととと出出出出生生生生数数数数、、、、出産割合出産割合出産割合出産割合とととと、、、、そそそそれについてのれについてのれについてのれについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 農業振興農業振興農業振興農業振興についてについてについてについて

((((1111)))) ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡ沖縄沖縄沖縄沖縄貨物貨物貨物貨物ハブハブハブハブをををを利利利利用用用用するするするする本本本本県県県県のののの農農農農作物作物作物作物のののの移移移移出出出出、、、、輸出輸出輸出輸出のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 農地中間農地中間農地中間農地中間管理管理管理管理機機機機構構構構におけるにおけるにおけるにおける農地農地農地農地のののの集約集約集約集約状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 含蜜糖含蜜糖含蜜糖含蜜糖のののの生生生生産産産産状況状況状況状況とととと出荷出荷出荷出荷状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

3333 20202020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 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの不登不登不登不登校児童生校児童生校児童生校児童生徒徒徒徒のののの実態実態実態実態とととと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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 本本本本県高等学校中県高等学校中県高等学校中県高等学校中途途途途退学者退学者退学者退学者のののの実態実態実態実態とととと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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) スクスクスクスクーーーールカウルカウルカウルカウンンンンセラセラセラセラーやーやーやーやスクスクスクスクーーーールソルソルソルソーーーーシャルワシャルワシャルワシャルワーーーーカカカカーのーのーのーの配置配置配置配置状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県立離島立離島立離島立離島児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー（（（（群星群星群星群星））））のののの運運運運用用用用体体体体制制制制とととと今後今後今後今後のののの課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((5555)))) 誇誇誇誇りりりり高高高高ききききウチナウチナウチナウチナーーーー文文文文化化化化のののの普及促普及促普及促普及促進進進進についてについてについてについて
　「　「　「　「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」推推推推進進進進計画計画計画計画によるによるによるによる市町村市町村市町村市町村とととと学校学校学校学校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ますいますいますいます。。。。

2222 健康健康健康健康福祉福祉福祉福祉社社社社会会会会のののの実現実現実現実現についてについてについてについて

((((1111)))) 2040204020402040年年年年までにまでにまでにまでに平平平平均寿命日本均寿命日本均寿命日本均寿命日本一一一一をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためすためすためすため、、、、県県県県のののの年次年次年次年次的的的的取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと県県県県民運動民運動民運動民運動のののの普及普及普及普及にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援としてとしてとしてとして、、、、安心安心安心安心してしてしてして妊娠妊娠妊娠妊娠、、、、出産出産出産出産しししし、、、、子供子供子供子供をををを健健健健やかにやかにやかにやかに育育育育てることてることてることてることがががができるようなできるようなできるようなできるような制制制制
度度度度、、、、体体体体制制制制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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 低体重低体重低体重低体重児児児児のののの出出出出生生生生率率率率のののの改改改改善善善善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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)))) キャキャキャキャンプンプンプン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地地地利利利利用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 支障支障支障支障除去除去除去除去についてについてについてについてどどどどのようなのようなのようなのような計画計画計画計画でででで進進進進められているかめられているかめられているかめられているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ アアアアスベストスベストスベストスベストのののの除去除去除去除去についてはについてはについてはについてはどどどどのようなのようなのようなのような計画計画計画計画になになになに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いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 地域地域地域地域住民住民住民住民へのへのへのへの説明説明説明説明会会会会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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 支障支障支障支障除去除去除去除去についてについてについてについて今後懸念今後懸念今後懸念今後懸念さささされることはないかれることはないかれることはないかれることはないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。((((アアアアスベストスベストスベストスベストのののの性質性質性質性質やややや作作作作業業業業のののの取取取取
りりりり組組組組みみみみ等等等等））））

ｵｵｵｵ 国国国国道道道道55558888号号号号へのアへのアへのアへのアクセスクセスクセスクセス道路道路道路道路のののの整備計画整備計画整備計画整備計画についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ののののササササッッッッカカカカーーーー場場場場についてこれまでのについてこれまでのについてこれまでのについてこれまでの経緯経緯経緯経緯とととと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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 北谷町北谷町北谷町北谷町（（（（上勢頭上勢頭上勢頭上勢頭地地地地区区区区））））のののの埋埋埋埋設設設設廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物にににに係係係係るるるる環境環境環境環境問題問題問題問題についてについてについてについて経緯経緯経緯経緯とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) キャキャキャキャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・キキキキンンンンザザザザーにーにーにーに関関関関するするするする米軍文書米軍文書米軍文書米軍文書によるによるによるによる環境環境環境環境問題問題問題問題についてについてについてについて県県県県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ますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 返還軍返還軍返還軍返還軍用地用地用地用地のののの土土土土地地地地利利利利用用用用履歴履歴履歴履歴のののの開示開示開示開示とととと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
　　　　米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地としてとしてとしてとして長年使用長年使用長年使用長年使用さささされたれたれたれた土土土土地地地地についてはについてはについてはについては、、、、そそそそのののの使用使用使用使用履歴履歴履歴履歴をををを政政政政府府府府はははは責任責任責任責任をををを持持持持っっっってててて
明明明明らかにすべきとらかにすべきとらかにすべきとらかにすべきと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそしてしてしてして、、、、問題問題問題問題があがあがあがあればればればれば政政政政府府府府のののの責任責任責任責任においてにおいてにおいてにおいて問題問題問題問題をををを除去除去除去除去するこするこするこするこ
ととととがががが当然当然当然当然とととと考考考考ええええますますますます。。。。そそそそのののの制度制度制度制度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 環境環境環境環境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・・・・市町村市町村市町村市町村のののの一一一一般廃棄物般廃棄物般廃棄物般廃棄物ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率とととと県内県内県内県内のののの現現現現状状状状、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの位位位位置置置置（（（（順順順順
位位位位）、）、）、）、目標目標目標目標やややや対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内市町村市町村市町村市町村のののの家庭廃食家庭廃食家庭廃食家庭廃食用用用用油油油油((((ててててんぷんぷんぷんぷらららら油油油油))))のののの分分分分別別別別回回回回収収収収のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況ととととそそそそのののの対策対策対策対策についについについについ
てててて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 犬犬犬犬・・・・猫殺処猫殺処猫殺処猫殺処分分分分ゼロゼロゼロゼロをををを目指目指目指目指すすすす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　県　県　県はははは、、、、犬犬犬犬・・・・猫殺処猫殺処猫殺処猫殺処分分分分ゼロゼロゼロゼロをををを目標目標目標目標にしたにしたにしたにした沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県動物愛動物愛動物愛動物愛護護護護管理推管理推管理推管理推進進進進計画計画計画計画をををを策定策定策定策定さささされましたれましたれましたれました。。。。
近近近近年年年年殺処殺処殺処殺処分分分分数数数数がががが大大大大幅幅幅幅にににに減少減少減少減少しているようですしているようですしているようですしているようですがががが、、、、殺処殺処殺処殺処分分分分ゼロゼロゼロゼロのののの目標年度目標年度目標年度目標年度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いますいますいますいます。。。。

5555 交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策についてについてについてについて
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　児童生　児童生　児童生　児童生徒徒徒徒のののの朝朝朝朝のののの登登登登校時校時校時校時にににに横横横横断歩断歩断歩断歩道道道道ののののああああるるるる場所場所場所場所、、、、ないないないない場所場所場所場所でのでのでのでの地域地域地域地域住民住民住民住民によるによるによるによる横横横横断断断断指導指導指導指導にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

4444 20202020分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　瑞己瑞己瑞己瑞己（（（（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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 代代代代執執執執行行行行訴訟訴訟訴訟訴訟第第第第４４４４回回回回口頭口頭口頭口頭弁論弁論弁論弁論におけるにおけるにおけるにおける翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの尋尋尋尋問問問問についてについてについてについて

2222 国民健康国民健康国民健康国民健康保保保保険財険財険財険財政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 2014201420142014年度年度年度年度市町村国市町村国市町村国市町村国保保保保のののの財財財財政政政政赤字赤字赤字赤字とととと一一一一般般般般会会会会計計計計からのからのからのからの法法法法定定定定外繰外繰外繰外繰りりりり入入入入れについてれについてれについてれについて現現現現状状状状をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 地地地地上戦上戦上戦上戦のののの影響影響影響影響でででで前前前前期高期高期高期高齢齢齢齢者加入者加入者加入者加入率率率率がががが低低低低いことによるいことによるいことによるいことによる交交交交付付付付金金金金不足額不足額不足額不足額とととと、、、、国国国国からのからのからのからの支援支援支援支援額額額額はははは
幾幾幾幾らからからからか。。。。戦争戦争戦争戦争をををを起起起起こしたこしたこしたこした国国国国のののの責任責任責任責任でででで財財財財政支援政支援政支援政支援をををを行行行行うべきでうべきでうべきでうべきでああああるるるる。。。。

3333 介介介介護保護保護保護保険険険険制度制度制度制度についてについてについてについて

((((1111)))) 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権によるによるによるによる介介介介護護護護報酬報酬報酬報酬のののの大大大大幅削減幅削減幅削減幅削減のののの影響影響影響影響でででで、、、、介介介介護職員護職員護職員護職員のののの労働条件労働条件労働条件労働条件がががが悪悪悪悪化化化化しているしているしているしている。。。。
沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの介介介介護職員護職員護職員護職員のののの離離離離職職職職率率率率やややや労働実態労働実態労働実態労働実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のとのとのとの比較比較比較比較をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄県高沖縄県高沖縄県高沖縄県高齢齢齢齢者保者保者保者保健健健健福祉福祉福祉福祉計画計画計画計画」」」」ではではではでは、、、、団塊団塊団塊団塊世代世代世代世代がががが77775555歳歳歳歳以以以以上上上上となるとなるとなるとなる2025202520252025年年年年にはにはにはには約約約約２２２２万万万万
4000400040004000人人人人のののの介介介介護職員護職員護職員護職員がががが必必必必要要要要になるとになるとになるとになると推計推計推計推計さささされているれているれているれている。。。。介介介介護護護護人材確人材確人材確人材確保対策保対策保対策保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。。。。

4444 保育行政保育行政保育行政保育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 深刻深刻深刻深刻なななな待機児童問題待機児童問題待機児童問題待機児童問題をををを解決解決解決解決することはすることはすることはすることは急務急務急務急務ででででああああるるるる。。。。またまたまたまた同時同時同時同時にににに「「「「保育保育保育保育のののの質質質質」」」」をををを確確確確保保保保するこするこするこするこ
とととともももも重重重重要要要要ででででああああるるるる。。。。新年度新年度新年度新年度予算予算予算予算におけるにおけるにおけるにおける主主主主要事業要事業要事業要事業のののの概概概概要要要要をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄県待機児童解消支援交沖縄県待機児童解消支援交沖縄県待機児童解消支援交沖縄県待機児童解消支援交付付付付金金金金」」」」がががが市町村市町村市町村市町村のののの待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策でででで果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた役割役割役割役割はははは大大大大きききき
いいいい。。。。新年度以新年度以新年度以新年度以降降降降もももも同同同同補助率補助率補助率補助率のののの継続継続継続継続がががが必必必必要要要要ででででああああるるるる。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県有有有有地地地地やややや県施設県施設県施設県施設へのへのへのへの無償貸無償貸無償貸無償貸与与与与によによによによっっっってててて、、、、市町村市町村市町村市町村やややや社社社社会福祉会福祉会福祉会福祉法人法人法人法人等等等等のののの保育所設保育所設保育所設保育所設置置置置をををを積極積極積極積極
的的的的にににに進進進進めるべきでめるべきでめるべきでめるべきでああああるるるる。。。。

((((4444)))) 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解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何何何人人人人かかかか。。。。保育保育保育保育士確士確士確士確保保保保のためののためののためののための待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善策策策策としとしとしとし
てててて、、、、①①①①賃賃賃賃金金金金のののの引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、②②②②正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用促促促促進進進進、、、、③③③③保育保育保育保育士住士住士住士住居居居居支援制度支援制度支援制度支援制度がががが必必必必要要要要ででででああああるるるる。。。。

5555 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困についてについてについてについて

((((1111)))) 就就就就学援学援学援学援助助助助制度制度制度制度のののの拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて　　　　

((((2222)))) 学童保育学童保育学童保育学童保育のののの保育保育保育保育料料料料支援支援支援支援についてについてについてについて

((((3333)))) 児童児童児童児童館館館館にににに求求求求められているめられているめられているめられている役割役割役割役割についてについてについてについて

((((4444)))) 夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育にににに対応対応対応対応しているしているしているしている認認認認可可可可外外外外保育保育保育保育園園園園へのへのへのへの支援支援支援支援をををを強強強強化化化化するととするととするととするととももももにににに、、、、公公公公立立立立・・・・認認認認可可可可のののの夜夜夜夜間間間間
保育保育保育保育園園園園ををををふふふふやすべきでやすべきでやすべきでやすべきでああああるるるる。。。。

((((5555)))) 奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度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

((((6666)))) 「「「「子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困」」」」のののの背景背景背景背景にはにはにはには、、、、保護者保護者保護者保護者をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経経経経済済済済状況状況状況状況・・・・雇雇雇雇用状況用状況用状況用状況のののの悪悪悪悪化化化化があがあがあがあるるるる。。。。労働環労働環労働環労働環
境境境境改改改改善善善善のためののためののためののための支援支援支援支援についてについてについてについて

6666 那覇那覇那覇那覇市市市市へのへのへのへの特特特特別別別別支援学校支援学校支援学校支援学校開開開開校校校校にににに向向向向けてけてけてけて
　障　障　障　障害害害害ののののああああるるるる子子子子がががが、、、、地域地域地域地域社社社社会会会会でででで積極的積極的積極的積極的にににに活活活活動動動動しししし、、、、そそそそのののの一員一員一員一員としてとしてとしてとして豊豊豊豊かにかにかにかに生生生生きることきることきることきることがががができるできるできるできる
「「「「共生共生共生共生社社社社会会会会」」」」のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのためにもももも期待期待期待期待さささされているれているれているれている。。。。那覇那覇那覇那覇特特特特別別別別支援学校支援学校支援学校支援学校がががが果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割についについについについ
てててて問問問問うううう。。。。

7777 離島離島離島離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)))) 県県県県民民民民によるによるによるによる離島離島離島離島観光観光観光観光やややや島島島島のののの人人人人々々々々とのとのとのとの交交交交流流流流はははは、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興においてにおいてにおいてにおいてもももも重重重重要要要要ででででああああるるるる。「。「。「。「島島島島たたたたびびびび
助助助助成事業成事業成事業成事業」」」」にににに期待期待期待期待さささされるれるれるれる効効効効果果果果はははは何何何何かかかか。。。。事業事業事業事業概概概概要要要要とととと目標目標目標目標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)))) 久久久久米島米島米島米島――――那覇間那覇間那覇間那覇間をををを結結結結ぶフェぶフェぶフェぶフェリリリリーーーー船船船船がががが老朽老朽老朽老朽化化化化しているしているしているしている。。。。久久久久米島米島米島米島のののの観光観光観光観光振興振興振興振興やややや定定定定住条件住条件住条件住条件のののの
整備整備整備整備としてとしてとしてとして、、、、高高高高速旅客船速旅客船速旅客船速旅客船のののの導入導入導入導入をををを支援支援支援支援すべきですべきですべきですべきでああああるるるる。。。。

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県海洋海洋海洋海洋深深深深層層層層水水水水研究研究研究研究所所所所のののの研究研究研究研究開開開開発発発発成成成成果果果果はははは、、、、久久久久米島町米島町米島町米島町をををを初初初初めめめめ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの産産産産業振興業振興業振興業振興やややや雇雇雇雇
用用用用創創創創出出出出ににににどどどどのようなのようなのようなのような効効効効果果果果ををををももももたらしたかたらしたかたらしたかたらしたか。。。。久久久久米島町米島町米島町米島町がががが目指目指目指目指すすすす「「「「海洋海洋海洋海洋深深深深層層層層水水水水複複複複合利合利合利合利用用用用計画計画計画計画」」」」
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をををを県県県県としてとしてとしてとしてもももも積極的積極的積極的積極的にににに支援支援支援支援すべきですべきですべきですべきでああああるるるる。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島11111111町村町村町村町村でででで公公公公立立立立図図図図書書書書館館館館がががが未未未未設設設設置置置置となとなとなとなっっっっているているているている。。。。離島離島離島離島をををを多多多多くくくく抱抱抱抱ええええるるるる沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特殊特殊特殊特殊事事事事情情情情にににに鑑鑑鑑鑑
みみみみ、、、、一一一一括括括括交交交交付付付付金金金金をををを活活活活用用用用したしたしたした公公公公立立立立図図図図書書書書館館館館建設建設建設建設をををを推推推推進進進進すべきですべきですべきですべきでああああるるるる。。。。

8888 観光観光観光観光振興振興振興振興についてについてについてについて
　那覇　那覇　那覇　那覇市市市市でででで長年長年長年長年開開開開催催催催さささされているれているれているれている、、、、与与与与儀儀儀儀公公公公園園園園のののの「「「「なはなはなはなはささささくらまつりくらまつりくらまつりくらまつり」」」」やややや、、、、漫湖漫湖漫湖漫湖公公公公園園園園のののの「「「「那覇那覇那覇那覇美美美美ららららささささ
くらまつりくらまつりくらまつりくらまつり」」」」はははは、、、、県県県県民民民民をををを初初初初めめめめ観光客観光客観光客観光客もももも大大大大勢勢勢勢訪訪訪訪れるれるれるれる新新新新たなたなたなたな「「「「桜桜桜桜のののの名所名所名所名所」」」」となとなとなとなっっっっているているているている。。。。冬冬冬冬ででででもももも花花花花がががが
咲咲咲咲きききき誇誇誇誇るるるる沖縄沖縄沖縄沖縄のののの魅魅魅魅力力力力をををを発信発信発信発信しているしているしているしている「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄花花花花ののののカカカカーーーーニバニバニバニバルルルル」」」」のののの開開開開催催催催場所場所場所場所としてとしてとしてとして、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県もももも支支支支
援援援援すべきですべきですべきですべきでああああるるるる。。。。

9999 公共交通公共交通公共交通公共交通についてについてについてについて

((((1111)))) 通通通通称称称称「「「「開開開開南仏壇南仏壇南仏壇南仏壇通通通通りりりり」」」」とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる県道県道県道県道222222222222号号号号線線線線のののの道路道路道路道路拡拡拡拡幅幅幅幅によによによによっっっってててて、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市中心中心中心中心街街街街とととと真和真和真和真和
志地域志地域志地域志地域をををを結結結結ぶぶぶぶ「「「「モデモデモデモデルルルル性性性性のののの高高高高いいいい基基基基幹幹幹幹的的的的公共交通公共交通公共交通公共交通」」」」のののの導入導入導入導入がががが期待期待期待期待さささされているれているれているれている。。。。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。。。。

((((2222)))) ＩＣＩＣＩＣＩＣ乗乗乗乗車車車車券券券券「「「「ＯＫＯＫＯＫＯＫＩＣＩＣＩＣＩＣＡＡＡＡ」」」」導入導入導入導入後後後後のののの効効効効果果果果についてについてについてについて

10101010 原原原原発発発発事事事事故故故故によるによるによるによる避難避難避難避難者支援者支援者支援者支援についてについてについてについて
　東　東　東　東日本日本日本日本大大大大震災震災震災震災、、、、東東東東京京京京電力福電力福電力福電力福島島島島第一原第一原第一原第一原発発発発事事事事故故故故からからからから５５５５年年年年がががが経過経過経過経過したしたしたした。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに避難避難避難避難してきたしてきたしてきたしてきた
人人人人々々々々はははは今今今今もももも放射放射放射放射能能能能汚染汚染汚染汚染によるによるによるによる健康健康健康健康被害被害被害被害をををを心心心心配配配配しているしているしているしている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして避難避難避難避難者者者者にににに寄寄寄寄りりりり添添添添っっっったたたた健健健健
康康康康支援対策支援対策支援対策支援対策をををを行行行行うべきでうべきでうべきでうべきでああああるるるる。。。。

11111111我我我我がががが党党党党のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

5555 20202020分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 政政政政府府府府・・・・沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県協協協協議会議会議会議会についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 去去去去るるるる１１１１月月月月22228888日日日日、、、、国国国国とととと県県県県がががが辺野古辺野古辺野古辺野古新基地問題新基地問題新基地問題新基地問題やややや在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの負担軽負担軽負担軽負担軽減減減減策策策策ななななどどどどをををを中心中心中心中心にににに
話話話話しししし合合合合うううう「「「「政政政政府府府府・・・・沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県協協協協議会議会議会議会」」」」がががが立立立立ちちちち上上上上がっがっがっがったたたた。。。。３３３３月月月月からからからから４４４４月月月月のののの間間間間にににに開開開開催催催催することですることですることですることで調調調調整整整整
中中中中ととととさささされれれれ、、、、次回以次回以次回以次回以降降降降からからからから具具具具体的体的体的体的なななな議論議論議論議論にににに入入入入るとのことだるとのことだるとのことだるとのことだがががが、、、、開開開開催催催催のめのめのめのめどどどどはははは立立立立っっっったかたかたかたか。。。。調調調調整整整整
状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 去去去去るるるる２２２２月月月月11118888日日日日でででで普普普普天天天天間基地間基地間基地間基地のののの「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内運運運運用用用用停止停止停止停止」」」」のののの起起起起点点点点日日日日からからからから２２２２年年年年がががが経過経過経過経過したしたしたした。。。。残残残残さささされれれれ
たたたた期期期期限限限限はははは３３３３年年年年ででででああああるるるる。「。「。「。「米国米国米国米国ななななどどどど相相相相手手手手ののののああああるるるる話話話話」」」」としてとしてとしてとして逃逃逃逃げげげげ腰腰腰腰のののの政政政政府府府府にくにくにくにくぎぎぎぎをををを刺刺刺刺すすすす意意意意味味味味でででで
もカウもカウもカウもカウンンンントトトトダダダダウウウウンンンン方式方式方式方式をををを採用採用採用採用しししし、、、、県県県県のののの立立立立場場場場をををを明確明確明確明確にしておくにしておくにしておくにしておく必必必必要要要要があがあがあがあるとるとるとると考考考考ええええるるるる。。。。政政政政府府府府・・・・沖沖沖沖
縄県縄県縄県縄県協協協協議会議会議会議会のののの第第第第２２２２回会回会回会回会合合合合ではではではでは普普普普天天天天間基地間基地間基地間基地のののの「「「「３３３３年以内年以内年以内年以内運運運運用用用用停止停止停止停止」」」」ででででああああることをることをることをることを政政政政府府府府とのとのとのとの
間間間間でででで確確確確認認認認したしたしたした上上上上でででで、、、、そそそそのののの実現実現実現実現をををを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。。。。

ｳｳｳｳ 辺野古辺野古辺野古辺野古新基地新基地新基地新基地をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる代代代代執執執執行行行行訴訟訴訟訴訟訴訟のののの第第第第４４４４回回回回口頭口頭口頭口頭弁論弁論弁論弁論（（（（２２２２月月月月15151515日日日日））））後後後後のののの記記記記者会見者会見者会見者会見でででで、、、、知事知事知事知事
はははは、、、、仮仮仮仮にににに県県県県がががが敗敗敗敗訴訴訴訴したしたしたした場場場場合合合合、「、「、「、「行政行政行政行政のののの立立立立場場場場としてとしてとしてとして判判判判決決決決にににに従従従従うううう」」」」とのとのとのとの考考考考ええええをををを示示示示すすすす一一一一方方方方、「、「、「、「私私私私がががが
（（（（公公公公約約約約にににに掲掲掲掲げげげげるるるる））））あああありとりとりとりとああああららららゆゆゆゆるるるる手手手手段段段段をををを講講講講じじじじてててて辺野古辺野古辺野古辺野古新基地新基地新基地新基地はははは造造造造ららららせせせせないというのはないというのはないというのはないというのは別別別別なななな
形形形形ででででああああるとるとるとると思思思思うううう」」」」とととともももも述述述述べているべているべているべている。「。「。「。「別別別別なななな形形形形」」」」とはとはとはとは、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解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)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに対対対対するするするする県県県県外外外外のののの動動動動きききき、、、、認識認識認識認識等等等等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 共同通共同通共同通共同通信信信信社社社社がががが１１１１月月月月30303030、、、、31313131日日日日のののの両両両両日日日日にににに実実実実施施施施したしたしたした全全全全国国国国電電電電話話話話世論世論世論世論調査調査調査調査によるとによるとによるとによると、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新基新基新基新基
地建設地建設地建設地建設をををを強強強強行行行行するするするする政政政政府府府府方針方針方針方針をををを「「「「支支支支持持持持するするするする」」」」がががが44447777....8888％％％％、「、「、「、「支支支支持持持持しないしないしないしない」」」」がががが43434343....0000％％％％でででで支支支支持持持持がががが不不不不
支支支支持持持持をををを上上上上回回回回りりりり、、、、そそそそれまでのれまでのれまでのれまでの傾向傾向傾向傾向とととと逆転逆転逆転逆転したしたしたした。「。「。「。「支支支支持持持持」、「」、「」、「」、「不不不不支支支支持持持持」」」」逆転逆転逆転逆転のののの理理理理由由由由についてについてについてについて、、、、知知知知
事事事事のののの分分分分析析析析とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 名護名護名護名護市市市市のののの一部一部一部一部野党野党野党野党市市市市議議議議11111111人人人人がががが、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設推推推推進進進進をををを政政政政府府府府にににに求求求求めるめるめるめる意見意見意見意見書書書書をををを採採採採択択択択
するようするようするようするよう全全全全国約国約国約国約888800000000のののの市区市区市区市区議会議会議会議会にににに求求求求めめめめ、、、、少少少少なくとなくとなくとなくともももも11116666都都都都県県県県のののの11119999市区市区市区市区議会議会議会議会ががががこのこのこのこの趣趣趣趣旨旨旨旨にににに
沿沿沿沿っっっったたたた意見意見意見意見書書書書をををを可決可決可決可決していたことしていたことしていたことしていたことがががが、、、、参議参議参議参議院院院院事事事事務務務務局局局局のののの集計集計集計集計でででで明明明明らかにならかにならかにならかになっっっったたたた。。。。稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺名護名護名護名護
市市市市長長長長初初初初めめめめ名護名護名護名護市市市市議会議会議会議会がががが辺野古反辺野古反辺野古反辺野古反対対対対のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを明確明確明確明確にしているにしているにしているにしている中中中中、、、、識識識識者者者者からはからはからはからは「「「「国国国国策策策策とはとはとはとは
いいいいええええ他他他他のののの地地地地方方方方自自自自治体治体治体治体のののの意意意意思思思思をををを侵侵侵侵すようなすようなすようなすような意見意見意見意見書書書書はははは出出出出ささささないのないのないのないのがががが常識常識常識常識だだだだ」、「」、「」、「」、「差差差差別別別別意意意意識識識識をををを
感感感感じじじじるるるる」」」」とのとのとのとの声声声声がががが上上上上がっがっがっがっているているているているがががが、、、、知事知事知事知事のののの受受受受けとめをけとめをけとめをけとめを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地からのからのからのからの悪悪悪悪臭被害臭被害臭被害臭被害についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納町町町町をををを悪悪悪悪臭防止臭防止臭防止臭防止法法法法にににに基基基基づづづづくくくく規規規規制地域制地域制地域制地域にににに指定指定指定指定するするするする方針方針方針方針をををを固固固固めたようだめたようだめたようだめたようだ。。。。そそそそのののの意意意意
図図図図とととと期待期待期待期待さささされるれるれるれる効効効効果果果果、、、、指定時期指定時期指定時期指定時期のめのめのめのめどどどど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)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地におけるにおけるにおけるにおける発発発発がんがんがんがん性性性性物物物物質質質質流流流流出出出出事事事事故故故故についてについてについてについて
　　　　昨昨昨昨年年年年５５５５月月月月、、、、酒酒酒酒にににに酔酔酔酔っっっったたたた米米米米海兵海兵海兵海兵隊員隊員隊員隊員のののの悪悪悪悪ふざふざふざふざけでけでけでけで、、、、嘉手納基地内嘉手納基地内嘉手納基地内嘉手納基地内のののの航航航航空機空機空機空機格格格格納納納納庫庫庫庫からからからから発発発発
がんがんがんがん性性性性物物物物質質質質のののの消消消消火剤火剤火剤火剤がががが基地基地基地基地外外外外のののの民民民民間地間地間地間地にまでにまでにまでにまで流流流流出出出出したことしたことしたことしたことがががが今今今今年年年年２２２２月月月月のののの報報報報道道道道でででで明明明明らかにらかにらかにらかに
ななななっっっったたたた。。。。報報報報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、当当当当該該該該物物物物質質質質はははは「「「「日本環境管理日本環境管理日本環境管理日本環境管理基基基基準準準準（（（（ＪＪＪＪＥＥＥＥＧＳＧＳＧＳＧＳ）」）」）」）」のののの有有有有毒毒毒毒化学化学化学化学物物物物質質質質にはにはにはには含含含含
まれずまれずまれずまれず、、、、米米米米側側側側はははは地地地地元元元元にににに通通通通報報報報しなかしなかしなかしなかっっっったようだたようだたようだたようだ。。。。県県県県としてとしてとしてとして事事事事実実実実関係関係関係関係をををを掌握掌握掌握掌握していたかしていたかしていたかしていたか。。。。再発再発再発再発
防止防止防止防止策策策策ととととああああわわわわせせせせてててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 高高高高江江江江米軍米軍米軍米軍ヘヘヘヘリリリリパパパパッドッドッドッド着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯運運運運用用用用にににに対対対対するするするする県県県県のののの環境環境環境環境保全保全保全保全措措措措置置置置要求要求要求要求についてについてについてについて
　　　　米軍北米軍北米軍北米軍北部部部部訓練訓練訓練訓練場内場内場内場内ののののヘヘヘヘリリリリパパパパッドッドッドッド運運運運用用用用開開開開始始始始後後後後のののの昨昨昨昨年年年年12121212月月月月11111111日付日付日付日付でででで、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防
衛衛衛衛局局局局長長長長にににに対対対対しししし、、、、８８８８項項項項目目目目22222222件件件件のののの環境環境環境環境保全保全保全保全措措措措置置置置要求要求要求要求をををを発発発発出出出出したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 要求要求要求要求のののの主主主主たるたるたるたる内内内内容容容容とととと沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局のののの対応対応対応対応（（（（改改改改善善善善状況状況状況状況））））についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが民民民民間間間間とととと共同共同共同共同でででで名護名護名護名護市市市市安安安安和和和和にににに整備整備整備整備中中中中のののの産産産産業業業業廃棄物管理廃棄物管理廃棄物管理廃棄物管理型型型型処処処処分場分場分場分場でででで、、、、飛散飛散飛散飛散性性性性アアアアスベススベススベススベス
トトトトをををを含含含含むむむむ廃廃廃廃石綿石綿石綿石綿のののの最終最終最終最終処処処処分分分分をををを早早早早ければければければければ2012012012019999年年年年ににににもももも受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる、、、、とのとのとのとの報報報報道道道道があがあがあがあるるるるがががが、、、、事事事事実実実実
関係関係関係関係をををを伺伺伺伺うううう。。。。そそそそのののの場場場場合合合合、、、、在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地でででで排排排排出出出出さささされたれたれたれた飛散飛散飛散飛散性性性性廃廃廃廃石綿石綿石綿石綿もももも処理処理処理処理さささされることになるれることになるれることになるれることになる
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のかのかのかのか。。。。

3333 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内でででで深刻深刻深刻深刻化化化化するするするする子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、県県県県及及及及びびびび国国国国はははは次年度次年度次年度次年度ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ30303030億円億円億円億円及及及及
びびびび10101010億円規模億円規模億円規模億円規模のののの基金基金基金基金創創創創設設設設のののの方針方針方針方針をををを明明明明らかにしているらかにしているらかにしているらかにしている。。。。実実実実施施施施にににに当当当当たたたたっっっってはてはてはては重重重重複複複複をををを避避避避けけけけ、、、、効効効効
果的果的果的果的かつかつかつかつ効効効効率的率的率的率的なななな事業事業事業事業運運運運営営営営がががが求求求求められるめられるめられるめられるがががが、、、、事業事業事業事業のすみのすみのすみのすみ分分分分けなけなけなけなどどどど調調調調整整整整状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国がががが進進進進めるめるめるめる「「「「地地地地方創方創方創方創生生生生戦戦戦戦略略略略」」」」はははは一一一一言言言言でででで言言言言ええええばばばば人口人口人口人口増加増加増加増加計画計画計画計画ででででああああるるるる。。。。国国国国のののの方針方針方針方針にににに合合合合わわわわせせせせ、、、、
県県県県もももも昨昨昨昨年年年年９９９９月月月月にににに「「「「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（（（（沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ままままちちちち・・・・ひひひひと・しと・しと・しと・しごごごごとととと創創創創生生生生総総総総合戦合戦合戦合戦略略略略））））～～～～沖縄沖縄沖縄沖縄
21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンゆゆゆゆががががふふふふしましましましまづづづづくりくりくりくり～～～～」」」」をををを策定策定策定策定しているしているしているしているがががが、、、、人口人口人口人口増加増加増加増加計画計画計画計画をををを力力力力強強強強くくくく進進進進めるためめるためめるためめるため
にはにはにはには、、、、子子子子をををを産産産産むだけでなくむだけでなくむだけでなくむだけでなく、、、、育育育育てるためのてるためのてるためのてるための受受受受けけけけ皿皿皿皿整備整備整備整備がががが不不不不可可可可欠欠欠欠ででででああああるるるる。。。。そそそそのののの観点観点観点観点でででで、、、、同同同同計計計計
画画画画にににに目目目目をををを通通通通すすすす限限限限りりりり、、、、待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策ななななどどどどとととと比比比比べてべてべてべて「「「「子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困」」」」対策対策対策対策のののの位位位位置置置置づづづづけけけけがががが弱弱弱弱くないくないくないくない
かかかか。。。。よりよりよりより充実充実充実充実ささささせせせせるべくるべくるべくるべく、、、、見見見見直直直直しししし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るるるがががが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消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についてみについてみについてみについて「「「「黄黄黄黄金金金金っっっっ子応援子応援子応援子応援ププププラララランンンン」」」」等等等等をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、推推推推進進進進
するとするとするとすると所所所所信信信信でででで表明表明表明表明したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 直直直直近近近近のののの待機児童待機児童待機児童待機児童のののの実態実態実態実態とととと実数実数実数実数についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 市町村市町村市町村市町村がががが実実実実施施施施するするするする保育所保育所保育所保育所整備整備整備整備やややや認認認認可可可可外外外外保育施設保育施設保育施設保育施設のののの認認認認可化可化可化可化ななななどどどどへのへのへのへの支援状況等支援状況等支援状況等支援状況等についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて
　「　「　「　「11111111・・・・22228888教育教育教育教育のののの危危危危機機機機をををを考考考考ええええるるるるシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムム」」」」参加者一同参加者一同参加者一同参加者一同からからからから県教育県教育県教育県教育委委委委員会員会員会員会・・・・教育長教育長教育長教育長宛宛宛宛てにてにてにてに、、、、
「「「「過過過過剰剰剰剰なななな『『『『学力向学力向学力向学力向上推上推上推上推進進進進』』』』のののの改改改改善善善善をををを求求求求めめめめ、、、、教職員教職員教職員教職員をををを競競競競争争争争にににに駆駆駆駆りりりり立立立立てるてるてるてる『『『『査査査査定定定定昇給昇給昇給昇給制度制度制度制度』』』』のののの導入導入導入導入
によるによるによるによる管理管理管理管理強強強強化化化化にににに反反反反対対対対するするするする」」」」要要要要請請請請ががががななななさささされているれているれているれている。。。。要要要要請請請請内内内内容容容容のののの柱柱柱柱はははは、、、、①①①①点点点点数主数主数主数主義義義義にににに基基基基づづづづくくくく過過過過
剰剰剰剰なななな「「「「学力向学力向学力向学力向上推上推上推上推進施策進施策進施策進施策」」」」のののの見見見見直直直直しししし、、、、②②②②教職員教職員教職員教職員のののの管理管理管理管理強強強強化化化化につなにつなにつなにつなががががるるるる「「「「査査査査定定定定昇給昇給昇給昇給制度制度制度制度」」」」導入導入導入導入
反反反反対対対対とととと職場職場職場職場・・・・勤勤勤勤務環境務環境務環境務環境のののの改改改改善善善善、、、、③③③③自自自自由由由由闊闊闊闊達達達達なななな議論議論議論議論がががが保障保障保障保障さささされるれるれるれる民主的民主的民主的民主的なななな学校学校学校学校運運運運営営営営・・・・平平平平和和和和教教教教
育育育育のののの推推推推進進進進ななななどどどどででででああああるるるる。。。。

((((1111)))) 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教育県教育県教育県教育委委委委員会員会員会員会のののの受受受受けとめとけとめとけとめとけとめと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 要要要要請請請請のののの背景背景背景背景にはにはにはには、、、、改改改改正正正正地地地地方方方方教育行政教育行政教育行政教育行政法法法法がががが施行施行施行施行さささされれれれ、、、、教育行政教育行政教育行政教育行政にににに対対対対するするするする首首首首長長長長のののの権権権権限限限限がががが強強強強
められかめられかめられかめられかねねねねないことにないことにないことにないことに対対対対するするするする危危危危機機機機感感感感があがあがあがあるるるる。。。。県県県県はははは教育行政教育行政教育行政教育行政におけるにおけるにおけるにおける政政政政治的治的治的治的中中中中立立立立性性性性、、、、安定安定安定安定
性性性性、、、、継続継続継続継続性性性性をいかにしてをいかにしてをいかにしてをいかにして確確確確保保保保していくつしていくつしていくつしていくつももももりかりかりかりか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 社社社社会会会会資資資資本本本本・・・・産産産産業基業基業基業基盤盤盤盤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

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは所所所所信信信信表明表明表明表明においてにおいてにおいてにおいて、、、、中中中中城湾城湾城湾城湾港港港港についてについてについてについて航航航航路路路路のののの拡拡拡拡充充充充等等等等やややや産産産産業支援港業支援港業支援港業支援港湾湾湾湾としてのとしてのとしてのとしての整整整整
備備備備をををを着着着着実実実実にににに進進進進めるととめるととめるととめるととももももにににに、、、、クルクルクルクルーーーーズズズズ船船船船のののの受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについてもももも積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むとむとむとむとああああるるるるがががが、、、、
地地地地元元元元自自自自治体治体治体治体とのとのとのとの連連連連携携携携状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 与与与与勝半勝半勝半勝半島島島島一一一一周周周周線線線線・・・・南南南南岸岸岸岸道路道路道路道路（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの事業化事業化事業化事業化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のみのみのみ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伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

6666 20202020分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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 保保保保健健健健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
　　　　健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿はははは、、、、全全全全てのてのてのての県県県県民民民民のののの願願願願いですいですいですいです。。。。かつてかつてかつてかつて本本本本県県県県はははは平平平平均寿命日本均寿命日本均寿命日本均寿命日本一一一一でででであっあっあっあったたたたがががが、、、、平成平成平成平成
25252525年年年年発発発発表表表表によるとによるとによるとによると男男男男性性性性30303030位位位位、、、、女女女女性性性性３３３３位位位位ででででああああるるるる。。。。こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基基基基
本計画本計画本計画本計画ではではではでは「「「「2040204020402040年年年年にににに男女男女男女男女とととともももも平平平平均寿命日本均寿命日本均寿命日本均寿命日本一一一一」」」」をををを長期目標長期目標長期目標長期目標とするとするとするとする「「「「健康健康健康健康おきなわおきなわおきなわおきなわ21212121((((第第第第２２２２
次次次次))))～～～～健康健康健康健康・・・・長長長長寿寿寿寿おきなわおきなわおきなわおきなわ復復復復活活活活ププププラララランンンン～～～～」」」」をををを策定策定策定策定しししし推推推推進進進進しているしているしているしている。。。。
　以　以　以　以下下下下、、、、県県県県民民民民のののの健康健康健康健康状況状況状況状況とととと課課課課題題題題、、、、健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿復復復復活活活活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についてみについてみについてみについて問問問問うううう。。。。

((((1111)))) 県県県県民民民民のののの健康健康健康健康状況状況状況状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平平平平均寿命均寿命均寿命均寿命のののの順位順位順位順位がががが転転転転落落落落したしたしたした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20202020歳歳歳歳からからからから66664444歳歳歳歳までのまでのまでのまでの働働働働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの年代年代年代年代のののの主主主主
要要要要死死死死因因因因はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ ＮＮＮＮＣＣＣＣＤＤＤＤ((((非非非非感染感染感染感染性性性性疾患疾患疾患疾患))))によるによるによるによる死死死死因因因因のののの割合割合割合割合はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｳｳｳｳ メメメメタタタタボボボボリリリリッッッックシクシクシクシンドンドンドンドロロロローーーームムムム該該該該当当当当者者者者及及及及びびびびそそそそのののの予備軍予備軍予備軍予備軍のののの割合割合割合割合ははははどどどどうかうかうかうか。。。。

ｴｴｴｴ 糖糖糖糖尿病尿病尿病尿病性性性性腎症腎症腎症腎症によるによるによるによる新新新新規規規規透透透透析析析析導入者導入者導入者導入者のののの状況状況状況状況ははははどどどどうかうかうかうか。。。。((((全全全全国国国国とととと比較比較比較比較してしてしてして))))

((((2222)))) 健康健康健康健康づづづづくりについてくりについてくりについてくりについて

ｱｱｱｱ 健康健康健康健康づづづづくりをくりをくりをくりを推推推推進進進進するためのするためのするためのするための基基基基本本本本方針方針方針方針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 先先先先進地進地進地進地ででででああああるるるる長長長長野野野野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どどどどうううう認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

ｳｳｳｳ 生生生生活活活活習習習習慣病慣病慣病慣病にならないにならないにならないにならない人人人人づづづづくりくりくりくり、、、、生生生生活活活活習習習習慣病慣病慣病慣病のののの早期早期早期早期発発発発見見見見、、、、重重重重症症症症化化化化予予予予防防防防のためののためののためののための具具具具体的体的体的体的
なななな施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 食食食食生生生生活活活活のののの面面面面からからからから各各各各ライライライライフフフフスススステテテテージージージージ((((次世代次世代次世代次世代、、、、働働働働きききき盛盛盛盛りりりり世代世代世代世代、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者))))ごごごごとのとのとのとの健康健康健康健康づづづづくりのくりのくりのくりの施施施施
策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 子供福祉行政子供福祉行政子供福祉行政子供福祉行政についてについてについてについて
　　　　本本本本県県県県はははは、、、、今後今後今後今後３３３３年間年間年間年間でででで待機児童待機児童待機児童待機児童1111万万万万8888000000000000人人人人のののの解消解消解消解消をををを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。そそそそのためのためのためのため保育保育保育保育士士士士2300230023002300人人人人
がががが必必必必要要要要ででででああああるとるとるとると試試試試算算算算しているしているしているしている。。。。待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消のためにはのためにはのためにはのためには保育保育保育保育士確士確士確士確保保保保がががが鍵鍵鍵鍵ででででああああるるるる。。。。

((((1111)))) 保育保育保育保育士確士確士確士確保保保保についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 保育保育保育保育士士士士のののの資資資資格格格格をををを有有有有しなしなしなしなががががらららら保育保育保育保育にににに携携携携わわわわっっっっていないていないていないていない、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる潜潜潜潜在在在在保育保育保育保育士士士士のののの数数数数ははははどどどどれくられくられくられくら
いかいかいかいか。。。。

ｲｲｲｲ 保育保育保育保育士士士士のののの処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善がががが叫叫叫叫ばれてばれてばれてばれて久久久久しいしいしいしいがががが、、、、本本本本県県県県がががが処遇処遇処遇処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自自自自主財主財主財主財源源源源からからからから拠拠拠拠出出出出しししし
たたたた金金金金額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、そそそそのののの効効効効果果果果ははははどどどどうかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国のののの運運運運営営営営費費費費のののの低低低低ささささにににに根根根根本的本的本的本的なななな原原原原因因因因があがあがあがあるとるとるとると考考考考ええええるるるるがどがどがどがどうかうかうかうか。。。。またまたまたまた運運運運営営営営費費費費におけるにおけるにおけるにおける人権人権人権人権費費費費
のののの算算算算定定定定根拠根拠根拠根拠ははははどどどどうかうかうかうか。。。。

3333 農農農農林林林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
　　　　ささささきのきのきのきの議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいて本本本本県県県県ののののカロリカロリカロリカロリーーーーベベベベーーーーススススによるによるによるによる食食食食料料料料自自自自給給給給率率率率はははは22227777％％％％でででで、、、、サトウキサトウキサトウキサトウキビをビをビをビを除除除除くとくとくとくと
６６６６％％％％ででででああああることることることることががががわかわかわかわかっっっったたたた。。。。改改改改善善善善にににに向向向向けけけけ、、、、以以以以下下下下質問質問質問質問するするするする。。。。

((((1111)))) 食食食食料料料料自自自自給給給給率率率率についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 過過過過去去去去10101010年間年間年間年間でででで食食食食料料料料自自自自給給給給率率率率ははははどどどどのようにのようにのようにのように推推推推移移移移してきたかしてきたかしてきたかしてきたか、、、、またまたまたまた今後今後今後今後のののの目標目標目標目標ははははどどどどうかうかうかうか。。。。

ｲｲｲｲ 自自自自給給給給率率率率をををを高高高高めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、どどどどのようなのようなのようなのような課課課課題題題題があがあがあがあるかるかるかるか。。。。

ｳｳｳｳ カロリカロリカロリカロリーーーーベベベベーーーースススス以以以以外外外外にににに、、、、本本本本県県県県独独独独自自自自にににに品品品品目目目目別別別別自自自自給給給給率率率率目標目標目標目標をををを立立立立てててて、、、、品品品品目目目目ごごごごとにとにとにとに生生生生産産産産アップをアップをアップをアップを
目指目指目指目指すことはすことはすことはすことは可能可能可能可能かかかか。。。。
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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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

7777 20202020分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　徹徹徹徹（（（（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 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)))) 米軍米軍米軍米軍キャキャキャキャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・シシシシュュュュワブワブワブワブ内内内内のののの海海海海岸岸岸岸でででで見見見見つかつかつかつかっっっったたたた埋埋埋埋蔵蔵蔵蔵文文文文化化化化財財財財のののの保護保護保護保護についてについてについてについて

((((2222)))) 東東東東村村村村高高高高江江江江ヘヘヘヘリリリリパパパパッドッドッドッド建設問題建設問題建設問題建設問題についてについてについてについて

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地周周周周辺辺辺辺地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける射射射射撃撃撃撃訓練訓練訓練訓練やややや廃廃廃廃弾弾弾弾処理処理処理処理のののの騒音騒音騒音騒音被害被害被害被害についてについてについてについて

((((4444)))) 伊伊伊伊江江江江島島島島でのでのでのでの基地基地基地基地強強強強化化化化とととと民民民民間港間港間港間港をををを使使使使っっっったたたた軍軍軍軍事事事事演演演演習習習習についてについてについてについて

2222 環境環境環境環境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)))) 「「「「公公公公有有有有水面水面水面水面埋立埋立埋立埋立事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける埋立埋立埋立埋立用用用用材材材材にににに係係係係るるるる外外外外来来来来生生生生物物物物のののの侵侵侵侵入入入入防止防止防止防止にににに関関関関するするするする条条条条例例例例」」」」にににに対対対対
応応応応するするするする新年度事業新年度事業新年度事業新年度事業についてについてについてについて

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古・・・・大大大大浦湾浦湾浦湾浦湾へのへのへのへの埋立土埋立土埋立土埋立土砂砂砂砂についてについてについてについて、、、、採取地採取地採取地採取地となるとなるとなるとなる自自自自治体及治体及治体及治体及びびびび環境団体環境団体環境団体環境団体へのへのへのへの協協協協力要力要力要力要
請請請請についてについてについてについて

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部地域部地域部地域部地域のののの県県県県立立立立高校高校高校高校のののの存存存存続続続続・・・・充実充実充実充実についてについてについてについて

((((2222)))) 名護名護名護名護市立市立市立市立博博博博物物物物館館館館建設建設建設建設へのへのへのへの県県県県のののの支援支援支援支援についてについてについてについて

((((3333)))) 老朽老朽老朽老朽化化化化しているしているしているしている県県県県立立立立農業大学校農業大学校農業大学校農業大学校のののの改築改築改築改築についてについてについてについて

4444 県県県県立北立北立北立北部部部部病病病病院院院院についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県立北立北立北立北部部部部病病病病院院院院のののの役割役割役割役割についてについてについてについて

((((2222)))) ＮＮＮＮＩＣＩＣＩＣＩＣＵＵＵＵ（（（（新生児新生児新生児新生児集集集集中中中中治治治治療療療療管理管理管理管理室室室室））））新設新設新設新設についてについてについてについて

((((3333)))) ７７７７対対対対１１１１看看看看護護護護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
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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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月01010101    日日日日((((火火火火))))

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

8888 20202020分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古新基地建設問題新基地建設問題新基地建設問題新基地建設問題のののの現現現現状状状状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 普普普普天天天天間基地間基地間基地間基地のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの返還返還返還返還についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄本島本島本島本島とととと宮宮宮宮古古古古、、、、八八八八重重重重山山山山ののののガガガガソリソリソリソリンのンのンのンの価価価価格格差格格差格格差格格差のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 子供子供子供子供のののの貧困解消貧困解消貧困解消貧困解消にににに向向向向けたけたけたけた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。。。。

((((5555)))) 重重重重粒粒粒粒子子子子線線線線施設施設施設施設のののの採採採採算算算算性性性性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うううう。。。。

((((6666)))) 那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港のののの浦浦浦浦添添添添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のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 病休病休病休病休教員教員教員教員のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 幼幼幼幼・・・・小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校ののののククククーーーーララララーのーのーのーの設設設設置置置置状況状況状況状況とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 土土土土木木木木建築行政建築行政建築行政建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 入入入入札札札札不不不不調調調調、、、、不不不不落落落落へのへのへのへの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 最最最最低低低低制制制制限限限限価価価価格格格格のののの上上上上限限限限撤撤撤撤廃廃廃廃ののの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)))) 総総総総合合合合評価評価評価評価のののの見見見見直直直直しについてしについてしについてしについて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。。。。

((((4444)))) よりよりよりより多多多多くのくのくのくの企企企企業業業業がががが参入参入参入参入できるできるできるできる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


