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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25252525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05050505    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 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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)))) 新石垣空港整備事業新石垣空港整備事業新石垣空港整備事業新石垣空港整備事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 新石垣空港開港新石垣空港開港新石垣空港開港新石垣空港開港にににに当当当当たってのたってのたってのたっての仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの感想感想感想感想とととと抱負抱負抱負抱負をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 新空港開港新空港開港新空港開港新空港開港によるによるによるによる交通量交通量交通量交通量のののの急増急増急増急増とととと交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと新新新新たなたなたなたなアクセスアクセスアクセスアクセス道路整道路整道路整道路整
備備備備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港のののの駐車場不足駐車場不足駐車場不足駐車場不足がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 石垣空港跡地利用石垣空港跡地利用石垣空港跡地利用石垣空港跡地利用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 石垣空港跡地利用石垣空港跡地利用石垣空港跡地利用石垣空港跡地利用についてについてについてについて県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えとえとえとえと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 離島急患輸送離島急患輸送離島急患輸送離島急患輸送ののののヘリポートヘリポートヘリポートヘリポートとしてのとしてのとしてのとしての利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 八重山八重山八重山八重山３３３３市町市町市町市町からからからから県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの移転改築移転改築移転改築移転改築をぜひをぜひをぜひをぜひ空港跡地空港跡地空港跡地空港跡地へとのへとのへとのへとの要請要請要請要請がありがありがありがあり、、、、与世与世与世与世
田副知事田副知事田副知事田副知事がががが前向前向前向前向きなきなきなきな回答回答回答回答をしたをしたをしたをした。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事もももも「「「「八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの建建建建てかえについてはてかえについてはてかえについてはてかえについては、、、、
各調査各調査各調査各調査をををを行行行行いいいい、、、、整備整備整備整備にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。」。」。」。」とととと述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、空港跡地空港跡地空港跡地空港跡地へのへのへのへの建建建建てかえてかえてかえてかえ
へのへのへのへの具体的具体的具体的具体的なななな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)))) 世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球琉球琉球琉球」」」」がががが暫定暫定暫定暫定リストリストリストリストにににに記載記載記載記載されたがされたがされたがされたが、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような地域地域地域地域がががが推薦推薦推薦推薦のののの対象対象対象対象になになになにな
るかるかるかるか、、、、遺産登録遺産登録遺産登録遺産登録へのへのへのへの課題課題課題課題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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 北部訓練場北部訓練場北部訓練場北部訓練場のののの返還及返還及返還及返還及びびびび国立公園編入国立公園編入国立公園編入国立公園編入のののの見通見通見通見通しとしとしとしとヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設はははは世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録のののの障障障障
害害害害とならないかとならないかとならないかとならないか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県土保全県土保全県土保全県土保全についてについてについてについて

((((1111)))) 日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定・・・・日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議にににに関連関連関連関連してしてしてして

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの漁業漁業漁業漁業とととと日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定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現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄県海洋基本計画策定沖縄県海洋基本計画策定沖縄県海洋基本計画策定沖縄県海洋基本計画策定へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地震地震地震地震・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 津波被害想定検討委員会津波被害想定検討委員会津波被害想定検討委員会津波被害想定検討委員会のののの津波浸水予測結果津波浸水予測結果津波浸水予測結果津波浸水予測結果とととと防災対策防災対策防災対策防災対策へのへのへのへの活用活用活用活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。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄県防災情報沖縄県防災情報沖縄県防災情報沖縄県防災情報システムシステムシステムシステム等等等等によるによるによるによる緊急情報収集緊急情報収集緊急情報収集緊急情報収集・・・・伝達伝達伝達伝達システムシステムシステムシステムのののの整備整備整備整備とととと運用運用運用運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。。。。

ｳｳｳｳ 被災者支援被災者支援被災者支援被災者支援やややや被災地被災地被災地被災地のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル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 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)))) 離島振興財源離島振興財源離島振興財源離島振興財源についてについてについてについて
　　　　沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの行政区域行政区域行政区域行政区域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。。。。排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域はははは国益国益国益国益にににに大大大大きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献しているしているしているしている
がががが、、、、海域面積海域面積海域面積海域面積にににに対対対対するするするする国国国国のののの財政措置財政措置財政措置財政措置をををを求求求求めるめるめるめる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うううう。。。。

((((2222)))) 離島住民等交通離島住民等交通離島住民等交通離島住民等交通コストコストコストコスト負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 運賃負担軽減運賃負担軽減運賃負担軽減運賃負担軽減のののの現状現状現状現状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。。。。

ｲｲｲｲ ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ就航就航就航就航のののの影響影響影響影響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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島航路対策離島航路対策離島航路対策離島航路対策についてについてについてについて
　　　　竹富町生活保全航路竹富町生活保全航路竹富町生活保全航路竹富町生活保全航路（（（（幹線幹線幹線幹線・・・・支線支線支線支線））））整備整備整備整備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。。。。
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((((4444)))) 海岸海岸海岸海岸・・・・河川管理河川管理河川管理河川管理についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 海岸漂着物処理推進法海岸漂着物処理推進法海岸漂着物処理推進法海岸漂着物処理推進法のののの制定制定制定制定によりによりによりにより海岸漂着海岸漂着海岸漂着海岸漂着ごみごみごみごみ対策対策対策対策がががが講講講講じられてきたがじられてきたがじられてきたがじられてきたが現状現状現状現状とととと今後今後今後今後
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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 竹富島竹富島竹富島竹富島のののの北東海岸北東海岸北東海岸北東海岸アイアルアイアルアイアルアイアル海岸海岸海岸海岸はははは海岸浸食海岸浸食海岸浸食海岸浸食でででで島島島島のののの保全保全保全保全がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている。。。。平成平成平成平成18181818年年年年２２２２
月議会月議会月議会月議会でででで「「「「調査中調査中調査中調査中でありでありでありであり、、、、今後事業今後事業今後事業今後事業のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて検討検討検討検討したいしたいしたいしたい。」。」。」。」とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁だがだがだがだが、、、、そのそのそのその
後後後後のののの原因調査原因調査原因調査原因調査とととと海岸保全海岸保全海岸保全海岸保全・・・・浸食防止対策浸食防止対策浸食防止対策浸食防止対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 台風台風台風台風でででで氾濫氾濫氾濫氾濫してしてしてして浸水被害浸水被害浸水被害浸水被害をををを起起起起こしたこしたこしたこした与那国町田原川与那国町田原川与那国町田原川与那国町田原川はははは災害防止対策災害防止対策災害防止対策災害防止対策がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題でででで
あるがあるがあるがあるが、、、、河川整備河川整備河川整備河川整備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

((((1111)))) 離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））整備整備整備整備についてについてについてについて
　　　　離島離島離島離島のののの高校生高校生高校生高校生のののの寄宿舎及寄宿舎及寄宿舎及寄宿舎及びびびび児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの派遣派遣派遣派遣やややや交流交流交流交流をををを支援支援支援支援するするするする宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設としてもとしてもとしてもとしても期待期待期待期待
されているがされているがされているがされているが、、、、事業事業事業事業のののの進進進進状況状況状況状況とととと利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者、、、、運営計画運営計画運営計画運営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)))) 離島高校生修学支援事業離島高校生修学支援事業離島高校生修学支援事業離島高校生修学支援事業のののの現状現状現状現状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)))) 亜熱帯気候亜熱帯気候亜熱帯気候亜熱帯気候のののの沖縄特有沖縄特有沖縄特有沖縄特有のののの気象条件下気象条件下気象条件下気象条件下でででで、、、、子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの教育環境整備教育環境整備教育環境整備教育環境整備はははは避避避避けてけてけてけて通通通通ることはることはることはることは
できないできないできないできない。。。。教育施設教育施設教育施設教育施設（（（（教室教室教室教室、、、、図書室図書室図書室図書室、、、、寄宿舎等寄宿舎等寄宿舎等寄宿舎等））））のののの空調施設整備空調施設整備空調施設整備空調施設整備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 我我我我がががが会派会派会派会派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25252525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05050505    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 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 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)))) 県立久米島高校県立久米島高校県立久米島高校県立久米島高校をををを視察視察視察視察してしてしてして。。。。

ｱｱｱｱ 学校学校学校学校からからからから出出出出されているされているされているされている施設施設施設施設、、、、設備設備設備設備のののの修繕要求修繕要求修繕要求修繕要求はどんなものかはどんなものかはどんなものかはどんなものか。。。。体育館体育館体育館体育館はははは壁壁壁壁のののの亀裂亀裂亀裂亀裂からからからから
雨水雨水雨水雨水がががが流流流流れれれれ込込込込みみみみ早急早急早急早急なななな補修補修補修補修がががが必要必要必要必要だがだがだがだが、、、、いついついついつ補修補修補修補修するのかするのかするのかするのか。。。。園芸科園芸科園芸科園芸科ののののビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウス
のののの修繕修繕修繕修繕はいつなされるのかはいつなされるのかはいつなされるのかはいつなされるのか、、、、他他他他のののの補修計画補修計画補修計画補修計画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 園芸科園芸科園芸科園芸科をををを廃止廃止廃止廃止するするするするコースコースコースコース制移行制移行制移行制移行はははは住民住民住民住民のののの反対反対反対反対でででで先送先送先送先送りされたりされたりされたりされた。。。。地元地元地元地元ではではではでは園芸科園芸科園芸科園芸科のののの廃止廃止廃止廃止
はははは高校高校高校高校のののの存亡存亡存亡存亡にもかかわるにもかかわるにもかかわるにもかかわる。。。。ひいてはひいてはひいてはひいては島島島島のののの生生生生きききき残残残残りにもかかわるとりにもかかわるとりにもかかわるとりにもかかわると危機感危機感危機感危機感があるがあるがあるがある。。。。地元地元地元地元
でででで学学学学ぶぶぶぶ意欲意欲意欲意欲のののの持持持持てるてるてるてる魅力魅力魅力魅力あるあるあるある高校高校高校高校づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校・・・・特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のののの１１１１校当校当校当校当たりのたりのたりのたりの図書費図書費図書費図書費でででで５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移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、、、、図図図図
書費書費書費書費をををを増額増額増額増額すべきすべきすべきすべき。。。。地域地域地域地域にににに図書館図書館図書館図書館のないのないのないのない久米島高校等久米島高校等久米島高校等久米島高校等のののの離島離島離島離島のののの学校学校学校学校でででで図書費図書費図書費図書費のののの大幅大幅大幅大幅
増額増額増額増額がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 30303030人学級人学級人学級人学級のののの実施状況実施状況実施状況実施状況、、、、新年度新年度新年度新年度のののの実施計画実施計画実施計画実施計画、、、、中学中学中学中学３３３３年年年年までのまでのまでのまでの実施目標実施目標実施目標実施目標をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 新年度新年度新年度新年度、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校・・・・特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校にににに正規正規正規正規のののの教員採用教員採用教員採用教員採用はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ何人何人何人何人かかかか。。。。定数内定数内定数内定数内のののの臨臨臨臨
時雇用時雇用時雇用時雇用はははは改善改善改善改善されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。

((((5555)))) 幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育のののの無償化無償化無償化無償化にににに向向向向けてけてけてけ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問問問問うううう。。。。幼稚園給食幼稚園給食幼稚園給食幼稚園給食のののの実施実施実施実施をををを急急急急ぐべきではなぐべきではなぐべきではなぐべきではな
いかいかいかいか。。。。

((((6666)))) 学校学校学校学校でのいじめでのいじめでのいじめでのいじめ根絶根絶根絶根絶のためののためののためののための対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

2222 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)))) 子育子育子育子育てててて最中最中最中最中のののの若者若者若者若者にとってにとってにとってにとって保育所不足保育所不足保育所不足保育所不足はははは深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。2012201220122012年度年度年度年度のののの安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金によるによるによるによる
保育所増設数保育所増設数保育所増設数保育所増設数とととと入所人数入所人数入所人数入所人数、、、、待機児童解消特別基金待機児童解消特別基金待機児童解消特別基金待機児童解消特別基金によるによるによるによる同実績同実績同実績同実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。新年度新年度新年度新年度のののの計計計計
画画画画はははは深刻深刻深刻深刻なななな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にににに対応対応対応対応したものになっているかしたものになっているかしたものになっているかしたものになっているか。。。。

((((2222)))) 認可外認可外認可外認可外からからからから認可園開設認可園開設認可園開設認可園開設をををを希望希望希望希望しているがしているがしているがしているが、、、、補助額補助額補助額補助額がががが3000300030003000万円万円万円万円ではではではでは困難困難困難困難だとのだとのだとのだとの声声声声があるがあるがあるがある。。。。
認可認可認可認可にににに必要必要必要必要なななな財政支援財政支援財政支援財政支援をををを行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないか。。。。

((((3333)))) 保育士保育士保育士保育士のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善のためにのためにのためにのために支援支援支援支援をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて

3333 学童保育学童保育学童保育学童保育についてについてについてについて

((((1111)))) 2012201220122012年度創設年度創設年度創設年度創設のののの民間施設利用民間施設利用民間施設利用民間施設利用のののの学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブのののの家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助についてについてについてについて、、、、対象対象対象対象クラブクラブクラブクラブはははは何何何何カカカカ所所所所
あるかあるかあるかあるか。。。。12121212月議会時点月議会時点月議会時点月議会時点でででで家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助ははははゼロゼロゼロゼロということだがということだがということだがということだが、、、、なぜかなぜかなぜかなぜか。。。。運用改善運用改善運用改善運用改善してしてしてして民間利用民間利用民間利用民間利用
のののの全全全全てにてにてにてに補助補助補助補助をををを行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないか。。。。

((((2222)))) ひとりひとりひとりひとり親親親親やややや低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯のののの子供子供子供子供がががが学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブにににに入所入所入所入所できるようにできるようにできるようにできるように、、、、またまたまたまた、、、、指導員指導員指導員指導員のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善
のためののためののためののための補助補助補助補助をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて

4444 県立病院県立病院県立病院県立病院についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの所信表明所信表明所信表明所信表明ではではではでは、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院はははは経営面経営面経営面経営面のののの視点視点視点視点しかないしかないしかないしかない。。。。県民県民県民県民のののの命命命命をををを守守守守るとりでとしてるとりでとしてるとりでとしてるとりでとして
充実充実充実充実させるさせるさせるさせる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 一般会計一般会計一般会計一般会計からのからのからのからの繰入額繰入額繰入額繰入額はははは昨年度昨年度昨年度昨年度とととと比比比比べてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているか。。。。過去過去過去過去10101010年間年間年間年間のののの平均額平均額平均額平均額はははは幾幾幾幾らららら
かかかか。。。。医師確保医師確保医師確保医師確保やややや救急医療救急医療救急医療救急医療、、、、離島医療離島医療離島医療離島医療などをなどをなどをなどを充実充実充実充実させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには過去過去過去過去のののの繰入額繰入額繰入額繰入額よりよりよりより増額増額増額増額をををを
すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

5555 14141414回回回回のののの妊婦健診妊婦健診妊婦健診妊婦健診、、、、ヒブワクチンヒブワクチンヒブワクチンヒブワクチン、、、、肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌肺炎球菌ワクチンワクチンワクチンワクチン、、、、子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんのがんのがんのがんの公費負担公費負担公費負担公費負担をををを継続継続継続継続することすることすることすること
についてについてについてについて

6666 住宅行政住宅行政住宅行政住宅行政についてについてについてについて
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((((1111)))) 県営神森団地県営神森団地県営神森団地県営神森団地のののの現戸数現戸数現戸数現戸数とととと改築後改築後改築後改築後はははは何戸何戸何戸何戸になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。全国平均全国平均全国平均全国平均でででで２２２２万戸不足万戸不足万戸不足万戸不足しているしているしているしている公営公営公営公営
住宅住宅住宅住宅のののの確保確保確保確保をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。

((((2222)))) ひとりひとりひとりひとり暮暮暮暮らしやらしやらしやらしや高齢者高齢者高齢者高齢者のののの住居確保住居確保住居確保住居確保はますますはますますはますますはますます深刻深刻深刻深刻になっているになっているになっているになっている。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者のののの住居確保住居確保住居確保住居確保はははは県県県県
政政政政のののの重要課題重要課題重要課題重要課題ではないかではないかではないかではないか。。。。県営県営県営県営のののの高齢者住宅高齢者住宅高齢者住宅高齢者住宅をををを建設建設建設建設することについてすることについてすることについてすることについて

7777 県内県内県内県内にはにはにはにはニートニートニートニートやひきこもりはやひきこもりはやひきこもりはやひきこもりは何人何人何人何人いるかいるかいるかいるか。。。。支援支援支援支援のためののためののためののためのサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターはははは何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか。。。。
県県県県がががが補助補助補助補助をををを行行行行いいいい支援支援支援支援をををを強化強化強化強化することについてすることについてすることについてすることについて

8888 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの基準額引基準額引基準額引基準額引きききき下下下下げによってげによってげによってげによって影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける世帯世帯世帯世帯のののの割合割合割合割合とととと影響額影響額影響額影響額についてについてについてについて。。。。最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金
やややや住民税非課税世帯住民税非課税世帯住民税非課税世帯住民税非課税世帯などなどなどなど県民県民県民県民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出出出出るのかるのかるのかるのか。。。。最低生活最低生活最低生活最低生活をををを脅脅脅脅かすかすかすかす基準引基準引基準引基準引きききき下下下下
げにげにげにげに反対反対反対反対をすべきをすべきをすべきをすべき。。。。

9999 第第第第２２２２次次次次がんがんがんがん対策推進計画案対策推進計画案対策推進計画案対策推進計画案におけるにおけるにおけるにおける改善点改善点改善点改善点をををを問問問問うううう。。。。小学校小学校小学校小学校からからからから「「「「命命命命のののの授業授業授業授業」」」」としてがんとしてがんとしてがんとしてがん教育教育教育教育
をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて、、、、またまたまたまた、、、、離島支援離島支援離島支援離島支援やややや就労支援就労支援就労支援就労支援はははは強化強化強化強化されたかされたかされたかされたか。。。。

10101010 1981198119811981年以前建築年以前建築年以前建築年以前建築のののの民間住宅民間住宅民間住宅民間住宅やややや施設施設施設施設はははは何戸何戸何戸何戸あるかあるかあるかあるか。。。。うちうちうちうち補助補助補助補助をををを受受受受けてけてけてけて耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断をををを行行行行ったのはったのはったのはったのは
何戸何戸何戸何戸かかかか。。。。補助補助補助補助をををを増額増額増額増額してしてしてして診断診断診断診断をををを促進促進促進促進しししし、、、、耐震化耐震化耐震化耐震化のためののためののためののための補助補助補助補助もももも行行行行ってってってって安全対策安全対策安全対策安全対策をををを講講講講じるべきじるべきじるべきじるべき
とととと思思思思うがうがうがうが、、、、どうかどうかどうかどうか。。。。

11111111 那覇港湾開発事業那覇港湾開発事業那覇港湾開発事業那覇港湾開発事業はははは、、、、トランシップトランシップトランシップトランシップ貨物貨物貨物貨物ゼロゼロゼロゼロででででトランシップトランシップトランシップトランシップ貨物構想貨物構想貨物構想貨物構想のののの破綻破綻破綻破綻はははは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。
必要性必要性必要性必要性もももも見通見通見通見通しもないしもないしもないしもない国際国際国際国際ハブハブハブハブ港湾事業港湾事業港湾事業港湾事業はははは中止中止中止中止をしてをしてをしてをして計画計画計画計画をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに見直見直見直見直しすべきしすべきしすべきしすべき。。。。

12121212 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)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相ととととオバマオバマオバマオバマ大統領大統領大統領大統領はははは、、、、日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談でででで辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地「「「「移設移設移設移設」」」」をををを早期早期早期早期にににに
進進進進めることでめることでめることでめることで日米合意日米合意日米合意日米合意したしたしたした。。。。安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民がががが辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設にににに反対反対反対反対であるこであるこであるこであるこ
とをとをとをとを一言一言一言一言もももも触触触触れなかったれなかったれなかったれなかった。。。。知事知事知事知事はははは辺野古辺野古辺野古辺野古はははは事実上不可能事実上不可能事実上不可能事実上不可能とととと言言言言うだけでなくうだけでなくうだけでなくうだけでなく、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは
知事知事知事知事をををを含含含含めてめてめてめて辺野古辺野古辺野古辺野古にににに反対反対反対反対だとだとだとだと明確明確明確明確にににに日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに通告通告通告通告すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか、、、、見解見解見解見解をををを問問問問
うううう。。。。

((((2222)))) 強行配備強行配備強行配備強行配備されたされたされたされたオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの日米合意違反日米合意違反日米合意違反日米合意違反のののの実態実態実態実態をををを問問問問うううう。。。。県県県県やややや市町村市町村市町村市町村がががが調査調査調査調査したしたしたした飛行飛行飛行飛行
ルートルートルートルートやややや爆音爆音爆音爆音、、、、低周波音低周波音低周波音低周波音、、、、飛行飛行飛行飛行モードモードモードモード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。。。。７７７７月月月月にににに12121212機機機機のののの追加配備追加配備追加配備追加配備、、、、嘉手嘉手嘉手嘉手
納納納納ににににＣＶＣＶＣＶＣＶ22222222をををを強行配備強行配備強行配備強行配備することにすることにすることにすることに知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか。。。。配備中止配備中止配備中止配備中止とととと撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるべきめるべきめるべきめるべき
ではないかではないかではないかではないか。。。。

13131313 浦添新軍港建設問題浦添新軍港建設問題浦添新軍港建設問題浦添新軍港建設問題についてについてについてについて
　　　　米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは、、、、沖縄経済発展沖縄経済発展沖縄経済発展沖縄経済発展とととと雇用雇用雇用雇用のののの阻害物阻害物阻害物阻害物であるであるであるである。。。。那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港についてはについてはについてはについては、、、、那覇市長那覇市長那覇市長那覇市長がががが無無無無
条件返還条件返還条件返還条件返還をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、浦添浦添浦添浦添ではではではでは新軍港建設反対新軍港建設反対新軍港建設反対新軍港建設反対をををを公約公約公約公約したしたしたした新市長新市長新市長新市長がががが誕生誕生誕生誕生したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは、、、、牧牧牧牧
港補給基地港補給基地港補給基地港補給基地のののの無条件返還無条件返還無条件返還無条件返還、、、、浦添新軍港浦添新軍港浦添新軍港浦添新軍港のののの建設建設建設建設にににに反対反対反対反対をををを表明表明表明表明すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

14141414 浦添市民浦添市民浦添市民浦添市民はははは、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市によるによるによるによる米軍牧港補給基地内米軍牧港補給基地内米軍牧港補給基地内米軍牧港補給基地内のののの退役退役退役退役したしたしたした米軍人米軍人米軍人米軍人のののの娯楽施設建設娯楽施設建設娯楽施設建設娯楽施設建設はははは違法違法違法違法
だとだとだとだと住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求をををを行行行行ったったったった。。。。知事知事知事知事はははは、、、、牧港補給基地内牧港補給基地内牧港補給基地内牧港補給基地内のののの米軍郵便局米軍郵便局米軍郵便局米軍郵便局をををを県民県民県民県民のののの税金税金税金税金８８８８億円億円億円億円でででで
建設建設建設建設しようとしているがしようとしているがしようとしているがしようとしているが、、、、建設中止建設中止建設中止建設中止をををを決断決断決断決断すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

15151515 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



5

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25252525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05050505    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 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを阻止阻止阻止阻止できるかをできるかをできるかをできるかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設についてについてについてについて名護市長名護市長名護市長名護市長とととと同同同同じじじじ政治政治政治政治スタンススタンススタンススタンスであるかをであるかをであるかをであるかを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 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３３３３年以内閉鎖状態年以内閉鎖状態年以内閉鎖状態年以内閉鎖状態のののの公約公約公約公約はまだはまだはまだはまだ存在存在存在存在するかをするかをするかをするかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県内市町村選挙県内市町村選挙県内市町村選挙県内市町村選挙においてにおいてにおいてにおいて知事知事知事知事がががが、、、、選挙応援選挙応援選挙応援選挙応援するするするする基準基準基準基準をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの活用状況活用状況活用状況活用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)))) 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの基地返還基地返還基地返還基地返還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取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 小中高小中高小中高小中高におけるにおけるにおけるにおける学力学力学力学力のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方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 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政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発注工事発注工事発注工事発注工事にににに対対対対しししし、、、、完成工事評点完成工事評点完成工事評点完成工事評点へのへのへのへの県内企業下請県内企業下請県内企業下請県内企業下請へのへのへのへの活用活用活用活用のののの有無有無有無有無をををを評価項目評価項目評価項目評価項目
にににに導入導入導入導入すべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成24242424年度事業年度事業年度事業年度事業におけるにおけるにおけるにおける総括総括総括総括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25252525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05050505    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 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、国民国民国民国民へのへのへのへの公約公約公約公約をををを投投投投げげげげ捨捨捨捨てててて、、、、農業農業農業農業やややや医療医療医療医療、、、、食食食食のののの安全安全安全安全をををを初初初初めめめめ、、、、広範広範広範広範なななな分野分野分野分野でででで
地域経済地域経済地域経済地域経済とととと国民生活国民生活国民生活国民生活にににに深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃となるとなるとなるとなるＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定））））交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加にににに大大大大きくきくきくきく踏踏踏踏
みみみみ出出出出すすすす意向意向意向意向をををを示示示示しましたしましたしましたしました。。。。日米共同声明日米共同声明日米共同声明日米共同声明ではではではでは、「、「、「、「全全全全てのてのてのての物品物品物品物品がががが交渉交渉交渉交渉のののの対象対象対象対象とされるとされるとされるとされる」」」」としとしとしとし、、、、
「「「「関税並関税並関税並関税並びにびにびにびに物品物品物品物品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの貿易及貿易及貿易及貿易及びびびび投資投資投資投資にににに対対対対するそのするそのするそのするその他他他他のののの障壁障壁障壁障壁をををを撤廃撤廃撤廃撤廃するするするする」」」」ことをことをことをことを明明明明
記記記記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ではではではでは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰへのへのへのへの参加参加参加参加でででで、、、、サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ、、、、パイナップルパイナップルパイナップルパイナップル、、、、肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛、、、、乳用牛乳用牛乳用牛乳用牛がががが
壊滅的壊滅的壊滅的壊滅的なななな打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けけけけ、、、、医療医療医療医療、、、、雇用雇用雇用雇用、、、、公共事業公共事業公共事業公共事業のののの入札入札入札入札などのなどのなどのなどの県民生活県民生活県民生活県民生活にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響がががが出出出出
ることはることはることはることは明白明白明白明白ですですですです。。。。日本日本日本日本とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農業農業農業農業をつぶしをつぶしをつぶしをつぶし、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済とととと食料食料食料食料のののの安定供給安定供給安定供給安定供給をををを破壊破壊破壊破壊するするするするＴＴＴＴ
ＰＰＰＰＰＰＰＰ参加参加参加参加はははは絶対絶対絶対絶対にににに容認容認容認容認できませんできませんできませんできません。ＪＡ。ＪＡ。ＪＡ。ＪＡ沖縄中央会沖縄中央会沖縄中央会沖縄中央会ももももＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ反対反対反対反対のののの特別決議特別決議特別決議特別決議をををを上上上上げていまげていまげていまげていま
すすすす。。。。知事知事知事知事ががががＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加阻止参加阻止参加阻止参加阻止のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ってってってって行動行動行動行動をををを起起起起こすべきですこすべきですこすべきですこすべきです。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、日米合意日米合意日米合意日米合意でででで名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地「「「「移設移設移設移設」」」」をををを早期早期早期早期にににに進進進進めることでめることでめることでめることで合合合合
意意意意したしたしたした。「。「。「。「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」反対反対反対反対、、、、普天間基地閉鎖普天間基地閉鎖普天間基地閉鎖普天間基地閉鎖、、、、撤去撤去撤去撤去はははは沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの総意総意総意総意ですですですです。。。。新基地建新基地建新基地建新基地建
設設設設はははは断断断断じてじてじてじて許許許許せませんせませんせませんせません。。。。知事知事知事知事はははは反対反対反対反対のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立つべきですつべきですつべきですつべきです。。。。

((((3333)))) 環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書もずさんでもずさんでもずさんでもずさんで、、、、環境環境環境環境にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設のののの公有水面公有水面公有水面公有水面
埋立承認申請埋立承認申請埋立承認申請埋立承認申請にににに知事知事知事知事はははは明確明確明確明確にににに反対反対反対反対すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪にににに県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りはりはりはりは頂点頂点頂点頂点にににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを68686868年間年間年間年間もももも沖縄沖縄沖縄沖縄にににに押押押押しつしつしつしつ
けているけているけているけている日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの責任責任責任責任はははは重大重大重大重大でありでありでありであり、、、、これこれこれこれ以上県民以上県民以上県民以上県民のののの命命命命とととと暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、人権人権人権人権をををを脅脅脅脅かすことかすことかすことかすこと
はははは許許許許されませんされませんされませんされません。。。。米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属軍属軍属軍属によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故のののの多発多発多発多発はははは、、、、県民県民県民県民のののの我慢我慢我慢我慢のののの限界限界限界限界をををを超超超超えていえていえていえてい
ますますますます。。。。米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの全面撤去全面撤去全面撤去全面撤去をををを要求要求要求要求すべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんか。。。。

2222 生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げについてげについてげについてげについて

((((1111)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げはげはげはげは、、、、食費食費食費食費やややや光熱費光熱費光熱費光熱費などなどなどなど日常日常日常日常のののの暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない
生活扶助費生活扶助費生活扶助費生活扶助費のののの基準基準基準基準をををを今年今年今年今年８８８８月月月月からからからから３３３３カカカカ年年年年かけてかけてかけてかけて引引引引きききき下下下下げようとするものですげようとするものですげようとするものですげようとするものです。。。。減額対象減額対象減額対象減額対象もももも
受給世帯受給世帯受給世帯受給世帯のののの96969696％％％％にににに上上上上りますりますりますります。。。。貧困世帯貧困世帯貧困世帯貧困世帯にさらなるにさらなるにさらなるにさらなる負担負担負担負担をををを強強強強いるいるいるいる削減計画削減計画削減計画削減計画はははは、、、、全全全全てのてのてのての国民国民国民国民
にににに「「「「健康健康健康健康でででで文化的文化的文化的文化的なななな最低限度最低限度最低限度最低限度のののの生活生活生活生活」」」」をををを保障保障保障保障したしたしたした憲法憲法憲法憲法25252525条条条条にににに反反反反していますしていますしていますしています。。。。受給者受給者受給者受給者だけだけだけだけ
でなくでなくでなくでなく、、、、就学援助就学援助就学援助就学援助、、、、保育料保育料保育料保育料やややや医療医療医療医療、、、、介護介護介護介護のののの保険料保険料保険料保険料のののの減免制度減免制度減免制度減免制度、、、、最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金もももも生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準
をををを下回下回下回下回らないことがらないことがらないことがらないことが法律法律法律法律でででで明記明記明記明記されているされているされているされている等等等等、、、、そのそのそのその影響影響影響影響はははは広範広範広範広範にににに及及及及んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。国民国民国民国民のののの
暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げはげはげはげは中止中止中止中止すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((2222)))) 生活保護受給世帯数生活保護受給世帯数生活保護受給世帯数生活保護受給世帯数。。。。

((((3333)))) 生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準のののの引引引引きききき下下下下げによるげによるげによるげによる影響額影響額影響額影響額。。。。

3333 子供子供子供子供のののの医療費無料化医療費無料化医療費無料化医療費無料化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

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの通院医療費通院医療費通院医療費通院医療費のののの無料化無料化無料化無料化をををを中学校卒業中学校卒業中学校卒業中学校卒業までまでまでまで拡大拡大拡大拡大することすることすることすること。。。。

((((2222)))) 病院窓口無料化制度病院窓口無料化制度病院窓口無料化制度病院窓口無料化制度をををを市町村市町村市町村市町村とととと協力協力協力協力しししし現物給付現物給付現物給付現物給付でででで実現実現実現実現することすることすることすること。。。。そのそのそのその間間間間、、、、自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いいいい
制度制度制度制度もももも検討検討検討検討することすることすることすること。。。。

4444 後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度についてについてについてについて

((((1111)))) 75757575歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者をををを国保国保国保国保やややや健保健保健保健保などとなどとなどとなどと別建別建別建別建てにしているてにしているてにしているてにしている後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度がががが、、、、おおおお年年年年
寄寄寄寄りのりのりのりの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、健康健康健康健康にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者をををを年齢年齢年齢年齢でででで差別差別差別差別しししし負担層負担層負担層負担層などのなどのなどのなどの
痛痛痛痛みをみをみをみを強強強強いるいるいるいる制度制度制度制度はははは許許許許せませんせませんせませんせません。。。。後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度はははは廃止廃止廃止廃止すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 普通徴収普通徴収普通徴収普通徴収のののの保険料滞納件数保険料滞納件数保険料滞納件数保険料滞納件数・・・・滞納額滞納額滞納額滞納額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)))) 短期保険証短期保険証短期保険証短期保険証のののの発行件数発行件数発行件数発行件数。。。。
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((((4444)))) 滞納滞納滞納滞納のためのためのためのため資産資産資産資産をををを差差差差しししし押押押押さえられるさえられるさえられるさえられる人人人人がふえていますがふえていますがふえていますがふえています。。。。差差差差しししし押押押押さえさえさえさえ件数件数件数件数、、、、額額額額についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((5555)))) 滞納滞納滞納滞納をををを理由理由理由理由にににに生活生活生活生活にににに必要必要必要必要なななな住宅住宅住宅住宅のののの差差差差しししし押押押押さえはさえはさえはさえは中止中止中止中止すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((6666)))) 保険証保険証保険証保険証のののの未交付件数未交付件数未交付件数未交付件数。。。。

((((7777)))) 高齢者高齢者高齢者高齢者にににに無条件無条件無条件無条件でででで国保手帳国保手帳国保手帳国保手帳をををを交付交付交付交付することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 県独自県独自県独自県独自のののの保険料保険料保険料保険料のののの減額減額減額減額、、、、免除制度免除制度免除制度免除制度のののの実施実施実施実施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 性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援ののののワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター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)))) 県県県県がががが設置設置設置設置したしたしたした検討会議検討会議検討会議検討会議はははは、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体のののの意見意見意見意見がががが反映反映反映反映できるようになっていますかできるようになっていますかできるようになっていますかできるようになっていますか。。。。そのそのそのその内内内内
容容容容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)))) 被害直後被害直後被害直後被害直後からのからのからのからの総合的支援体制総合的支援体制総合的支援体制総合的支援体制をををを確立確立確立確立することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 総合病院内総合病院内総合病院内総合病院内にににに24242424時間時間時間時間・・・・365365365365日対応日対応日対応日対応のののの担当窓口担当窓口担当窓口担当窓口をををを設置設置設置設置することすることすることすること。。。。

((((4444)))) 相談相談相談相談からからからから、、、、診察診察診察診察、、、、治療治療治療治療、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士やややや精神科医精神科医精神科医精神科医、、、、警察警察警察警察、、、、福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設などとのなどとのなどとのなどとの連携連携連携連携がとれるがとれるがとれるがとれる仕組仕組仕組仕組
みをつくることみをつくることみをつくることみをつくること。。。。

((((5555)))) 医療費医療費医療費医療費、、、、カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング費用費用費用費用、、、、弁護士担当料弁護士担当料弁護士担当料弁護士担当料へのへのへのへの公的支援公的支援公的支援公的支援をををを実施実施実施実施することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

6666 給付制給付制給付制給付制のののの奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度をををを創設創設創設創設することについてすることについてすることについてすることについて

7777 不発弾不発弾不発弾不発弾、、、、未使用弾未使用弾未使用弾未使用弾のののの実態調査実態調査実態調査実態調査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

((((1111)))) 糸満市真栄里糸満市真栄里糸満市真栄里糸満市真栄里とととと大里大里大里大里のののの壕壕壕壕からからからから大量大量大量大量のののの未使用弾未使用弾未使用弾未使用弾がががが発見発見発見発見されたされたされたされた。。。。不発弾不発弾不発弾不発弾、、、、未使用弾未使用弾未使用弾未使用弾のののの実態実態実態実態
調査調査調査調査とととと早期撤去処理早期撤去処理早期撤去処理早期撤去処理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)))) 住宅等住宅等住宅等住宅等のののの民間工事民間工事民間工事民間工事へのへのへのへの補助申請件数補助申請件数補助申請件数補助申請件数、、、、実績実績実績実績、、、、補助対象補助対象補助対象補助対象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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 農水産業農水産業農水産業農水産業のののの６６６６次産業次産業次産業次産業についてについてについてについて
　　　　国国国国のののの６６６６次産業化法次産業化法次産業化法次産業化法にににに基基基基づくづくづくづく総合化事業計画認定制度総合化事業計画認定制度総合化事業計画認定制度総合化事業計画認定制度のののの全国全国全国全国とととと沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける認定件数認定件数認定件数認定件数とととと実実実実
績績績績（（（（ハードハードハードハード、、、、ソフトソフトソフトソフト）、）、）、）、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。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農水産物農水産物農水産物農水産物をををを生生生生かしたかしたかしたかした新新新新たなたなたなたな加工加工加工加工
食品食品食品食品のののの開発開発開発開発、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ農家農家農家農家、、、、農水産業生産法人等農水産業生産法人等農水産業生産法人等農水産業生産法人等へのへのへのへの県独自県独自県独自県独自のののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施すすすす
ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 糸満市沿岸域糸満市沿岸域糸満市沿岸域糸満市沿岸域へのへのへのへの海洋深層水研究施設海洋深層水研究施設海洋深層水研究施設海洋深層水研究施設のののの建設建設建設建設についてについてについてについて御見解御見解御見解御見解をおをおをおをお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

10101010 住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム助成制度助成制度助成制度助成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。。。。

11111111 県管理道路内県管理道路内県管理道路内県管理道路内におけるにおけるにおけるにおけるバスバスバスバス停上屋設置停上屋設置停上屋設置停上屋設置についてについてについてについて、、、、バスバスバスバス停停停停のののの箇所数箇所数箇所数箇所数とととと設置件数設置件数設置件数設置件数、、、、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。。。。

12121212 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25252525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05050505    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 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)))) 普天間基地及普天間基地及普天間基地及普天間基地及びびびび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オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ追加配備追加配備追加配備追加配備についてについてについてについて
　「　「　「　「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備反対配備反対配備反対配備反対・・・・撤去撤去撤去撤去」」」」がががが県民総意県民総意県民総意県民総意でありでありでありであり、、、、追加配備追加配備追加配備追加配備はははは言語道断言語道断言語道断言語道断でででで認認認認められなめられなめられなめられな
いいいい。。。。配備報道配備報道配備報道配備報道にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解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外来機外来機外来機外来機のののの爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる１１１１月月月月14141414日日日日よりよりよりよりＦＦＦＦ22222222ステルスステルスステルスステルス戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機12121212機機機機がががが嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地にににに暫定配備暫定配備暫定配備暫定配備されているされているされているされている。。。。昨年昨年昨年昨年７７７７
月月月月からからからから10101010月以来月以来月以来月以来、、、、2007200720072007年以降年以降年以降年以降７７７７回目回目回目回目となるとなるとなるとなる配備配備配備配備でありでありでありであり、「、「、「、「暫定暫定暫定暫定」」」」とはとはとはとは名名名名ばかりでばかりでばかりでばかりで、、、、事実上事実上事実上事実上のののの
「「「「常駐化常駐化常駐化常駐化」」」」にににに怒怒怒怒りりりり心頭心頭心頭心頭であるであるであるである。。。。このこのこのこの間間間間、、、、嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地にはにはにはには岩国基地所属岩国基地所属岩国基地所属岩国基地所属ののののＦＦＦＦ18181818もももも飛来飛来飛来飛来していしていしていしてい
るがるがるがるが、、、、同基地同基地同基地同基地におけるにおけるにおけるにおける爆音被害状況爆音被害状況爆音被害状況爆音被害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)))) 酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びびびび米兵追突事故米兵追突事故米兵追突事故米兵追突事故についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる２２２２月月月月10101010日日日日、、、、うるまうるまうるまうるま市赤道十字路市赤道十字路市赤道十字路市赤道十字路でででで酒酒酒酒にににに酔酔酔酔ったったったった状態状態状態状態でででで追突事故追突事故追突事故追突事故をををを起起起起こしたとしてこしたとしてこしたとしてこしたとして、、、、道道道道
交法違反交法違反交法違反交法違反（（（（酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びびびび運転運転運転運転））））のののの疑疑疑疑いでいでいでいで逮捕逮捕逮捕逮捕、、、、送検送検送検送検されたされたされたされた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空軍曹長空軍曹長空軍曹長空軍曹長がががが容容容容
疑疑疑疑をををを認認認認めていることからめていることからめていることからめていることから釈放釈放釈放釈放されされされされ、、、、在宅在宅在宅在宅にににに切切切切りかえてりかえてりかえてりかえて捜査捜査捜査捜査されているようであるされているようであるされているようであるされているようである。。。。逃亡逃亡逃亡逃亡のおのおのおのお
それはないかそれはないかそれはないかそれはないか、、、、在宅在宅在宅在宅でででで適正適正適正適正なななな捜査捜査捜査捜査はははは可能可能可能可能かかかか、、、、県警県警県警県警にににに伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 東村高江東村高江東村高江東村高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局ががががヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設予定地建設予定地建設予定地建設予定地にににに生息生息生息生息するするするする希少植物希少植物希少植物希少植物をををを移植移植移植移植しししし保全保全保全保全しようとしたものしようとしたものしようとしたものしようとしたもの
のののの、、、、６６６６割以上割以上割以上割以上がががが枯枯枯枯れるなどれるなどれるなどれるなど事実上失敗事実上失敗事実上失敗事実上失敗していたことがしていたことがしていたことがしていたことが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。移植移植移植移植のののの状況状況状況状況につにつにつにつ
いていていていて県県県県がががが防衛局防衛局防衛局防衛局からからからから受受受受けたけたけたけた説明説明説明説明のののの詳細詳細詳細詳細とととと枯死枯死枯死枯死したしたしたした原因原因原因原因についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球諸島琉球諸島琉球諸島琉球諸島」」」」ののののユネスコユネスコユネスコユネスコ世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産「「「「暫定暫定暫定暫定リストリストリストリスト」」」」掲載掲載掲載掲載でででで、、、、本島北部本島北部本島北部本島北部（（（（ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル））））もももも
対象地域対象地域対象地域対象地域となるとなるとなるとなる見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。正式正式正式正式なななな登録登録登録登録にににに向向向向けてけてけてけて大大大大きなきなきなきな一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出すわけだがすわけだがすわけだがすわけだが、、、、
東村高江東村高江東村高江東村高江へのへのへのへのヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設容認建設容認建設容認建設容認のののの県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは登録登録登録登録にににに向向向向けてけてけてけて支障支障支障支障とならないかとならないかとならないかとならないか、、、、これをこれをこれをこれを
機機機機にににに建設反対建設反対建設反対建設反対にににに転転転転じるべきであるじるべきであるじるべきであるじるべきである。。。。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。。。。

((((5555)))) 在日米軍在日米軍在日米軍在日米軍によるによるによるによる環境問題環境問題環境問題環境問題へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ指針指針指針指針であるであるであるである日本環境管理基準日本環境管理基準日本環境管理基準日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）（ＪＥＧＳ）（ＪＥＧＳ）（ＪＥＧＳ）がががが改訂改訂改訂改訂ささささ
れれれれ、、、、県条例県条例県条例県条例にににに基基基基づくづくづくづく排水基準排水基準排水基準排水基準がががが適用適用適用適用されることになったされることになったされることになったされることになった。ＪＥＧＳ。ＪＥＧＳ。ＪＥＧＳ。ＪＥＧＳ改訂改訂改訂改訂にににに対対対対するするするする県県県県のののの受受受受けとけとけとけと
めをめをめをめを示示示示したしたしたした上上上上でででで、、、、適用適用適用適用されるのはされるのはされるのはされるのは11111111年年年年のののの条例改正以前条例改正以前条例改正以前条例改正以前のののの基準値基準値基準値基準値かかかか、、、、それともそれともそれともそれとも改正後改正後改正後改正後のののの基基基基
準値準値準値準値かかかか明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((6666)))) 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移設問題移設問題移設問題移設問題にににに関関関関しししし、、、、米米米米シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク・・・・戦略国際問題研究所戦略国際問題研究所戦略国際問題研究所戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）（ＣＳＩＳ）（ＣＳＩＳ）（ＣＳＩＳ）がががが勝連勝連勝連勝連
半島沖半島沖半島沖半島沖のののの埋立案埋立案埋立案埋立案のののの再考再考再考再考をををを提言提言提言提言しているしているしているしている。。。。提言提言提言提言はははは「「「「地元地元地元地元のののの反対反対反対反対がほとんどないがほとんどないがほとんどないがほとんどない」、「」、「」、「」、「埋立予埋立予埋立予埋立予
定地定地定地定地ののののサンゴサンゴサンゴサンゴ礁礁礁礁がががが絶滅絶滅絶滅絶滅しているしているしているしている」」」」ことことことこと等等等等をををを同案同案同案同案をををを推推推推すすすす理由理由理由理由にににに挙挙挙挙げているがげているがげているがげているが、、、、事実誤認事実誤認事実誤認事実誤認もももも甚甚甚甚
だしくだしくだしくだしく実現不可能実現不可能実現不可能実現不可能なななな案案案案であるであるであるである。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、かつてかつてかつてかつて鳩山政権時代鳩山政権時代鳩山政権時代鳩山政権時代にににに当時当時当時当時のののの平野官房長官主平野官房長官主平野官房長官主平野官房長官主
導導導導のもとでのもとでのもとでのもとで頓挫頓挫頓挫頓挫したしたしたした案案案案のののの焼焼焼焼きききき直直直直しにすぎないしにすぎないしにすぎないしにすぎない。。。。提言提言提言提言にににに対対対対するするするする県県県県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 県県県県ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクル実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱についてについてについてについて
　　　　沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画、、、、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本計画基本計画基本計画基本計画をををを検証検証検証検証するためするためするためするため、、、、県振興推進委員会県振興推進委員会県振興推進委員会県振興推進委員会がががが事業評価事業評価事業評価事業評価
にににに向向向向けたけたけたけた「「「「県県県県ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクル実施要綱実施要綱実施要綱実施要綱」」」」をををを決定決定決定決定したがしたがしたがしたが、、、、一括交付金活用事業一括交付金活用事業一括交付金活用事業一括交付金活用事業のののの事後評価事後評価事後評価事後評価もももも
県県県県ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルにににに含含含含まれるとのまれるとのまれるとのまれるとの位置位置位置位置づけかづけかづけかづけか。。。。それともそれともそれともそれとも当該事業当該事業当該事業当該事業にににに関関関関するするするする事後評価事後評価事後評価事後評価はははは別途別途別途別途、、、、
個別個別個別個別にににに実施実施実施実施されるものかされるものかされるものかされるものか。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、いついついついつ実施予定実施予定実施予定実施予定かかかか。。。。会計検査院会計検査院会計検査院会計検査院によるによるによるによる検査検査検査検査とのとのとのとの兼兼兼兼ねねねね合合合合
いをいをいをいを含含含含めめめめ、、、、県県県県ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルとのとのとのとの間間間間でででで一括交付金活用事業一括交付金活用事業一括交付金活用事業一括交付金活用事業のののの事後評価事後評価事後評価事後評価をどのようにをどのようにをどのようにをどのように整理整理整理整理しししし
ているのかているのかているのかているのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教育教育教育教育、、、、保育保育保育保育、、、、福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 引引引引きききき続続続続きききき小中学校小中学校小中学校小中学校におけるにおけるにおけるにおける少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの導入導入導入導入をををを推進推進推進推進しししし、、、、学習環境学習環境学習環境学習環境のののの改善改善改善改善をををを図図図図るとあるるとあるるとあるるとある
がががが、、、、現状及現状及現状及現状及びびびび新年度新年度新年度新年度におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな導入目標導入目標導入目標導入目標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)))) 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てけてけてけて市町村市町村市町村市町村がががが実施実施実施実施するするするする保育所整備保育所整備保育所整備保育所整備やややや、、、、認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設のののの認可化認可化認可化認可化にににに
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向向向向けたけたけたけた整備等整備等整備等整備等にににに対対対対しししし補助補助補助補助をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、約約約約1300130013001300人人人人のののの定員増定員増定員増定員増をををを図図図図るとあるがるとあるがるとあるがるとあるが、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童
数数数数のののの現状現状現状現状、、、、潜在的待機潜在的待機潜在的待機潜在的待機とととと言言言言われるわれるわれるわれる児童児童児童児童のののの数数数数についてについてについてについて示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 障障障障がいがいがいがい者権利条例者権利条例者権利条例者権利条例（（（（障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人のののの権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの推進推進推進推進をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした条例条例条例条例））））のののの制定制定制定制定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進進進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)))) 昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月にににに制定制定制定制定されたされたされたされた県県県県がんがんがんがん対策推進条例対策推進条例対策推進条例対策推進条例にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「第第第第２２２２次県次県次県次県がんがんがんがん対策推進計画対策推進計画対策推進計画対策推進計画」」」」案案案案
がががが提示提示提示提示されたされたされたされた。「。「。「。「離島離島離島離島・・・・へきへきへきへき地対策地対策地対策地対策」」」」やややや「「「「小児小児小児小児がんがんがんがん」」」」などがなどがなどがなどが新新新新たなたなたなたな柱柱柱柱にににに位置位置位置位置づけられづけられづけられづけられ、、、、患者患者患者患者
やややや関係者関係者関係者関係者からからからから一定一定一定一定のののの評価評価評価評価があるがあるがあるがある。。。。一方一方一方一方でででで、、、、就労支援就労支援就労支援就労支援のののの内容充実内容充実内容充実内容充実をををを求求求求めるめるめるめる声声声声もももも上上上上がっておがっておがっておがってお
りりりり、、、、課題課題課題課題としてとしてとしてとして指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、改善改善改善改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。。。。

((((5555)))) 性犯罪性犯罪性犯罪性犯罪・・・・性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者のためののためののためののためのワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設置設置設置設置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。。。。

((((6666)))) 住住住住みなれたみなれたみなれたみなれた地域地域地域地域でででで介護介護介護介護をををを受受受受けるためけるためけるためけるため2012201220122012年年年年ににににスタートスタートスタートスタートしたしたしたした「「「「24242424時間地域巡回時間地域巡回時間地域巡回時間地域巡回サービスサービスサービスサービス」」」」のののの
実施状況実施状況実施状況実施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 校舎校舎校舎校舎のののの屋根貸屋根貸屋根貸屋根貸しししし出出出出しによるしによるしによるしによる太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電についてについてについてについて
　　　　文科省文科省文科省文科省のののの調査調査調査調査でででで、、、、学校学校学校学校のののの防災施設防災施設防災施設防災施設のののの整備率整備率整備率整備率がががが明明明明らかになりらかになりらかになりらかになり、、、、県内県内県内県内のののの自家発電設置校自家発電設置校自家発電設置校自家発電設置校はははは
１１１１％％％％にとどまることがわかったにとどまることがわかったにとどまることがわかったにとどまることがわかった。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、校舎校舎校舎校舎のののの屋根貸屋根貸屋根貸屋根貸しししし出出出出しによるしによるしによるしによる太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討
してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派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25252525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05050505    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 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 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

ｱｱｱｱ 在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地のののの「「「「地政学論地政学論地政学論地政学論」」」」やややや「「「「抑止力論抑止力論抑止力論抑止力論」」」」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。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事のののの発言発言発言発言でででで「「「「もしももしももしももしも、、、、事故事故事故事故がががが起起起起こればこればこればこれば全基地閉鎖全基地閉鎖全基地閉鎖全基地閉鎖というというというという動動動動きにきにきにきに行行行行かざるをかざるをかざるをかざるを得得得得ないないないない」」」」のののの真真真真
意意意意をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 鳩山元総理鳩山元総理鳩山元総理鳩山元総理のののの「「「「最低最低最低最低でもでもでもでも県外県外県外県外」」」」発言発言発言発言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はははは。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事のののの「「「「すでにすでにすでにすでに滑走路滑走路滑走路滑走路がありがありがありがあり、、、、使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度のののの高高高高くないところにくないところにくないところにくないところに移移移移したほうがしたほうがしたほうがしたほうが早早早早いいいい」」」」とのとのとのとの発言発言発言発言
のののの根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、想定想定想定想定しているしているしているしている空港空港空港空港はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。

ｵｵｵｵ 知事知事知事知事はははは再訪米再訪米再訪米再訪米についてについてについてについて検討検討検討検討すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

2222 沖縄県新沖縄県新沖縄県新沖縄県新エネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョン策定策定策定策定についてについてについてについて、、、、策定策定策定策定のののの目的目的目的目的、、、、ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの位置位置位置位置づけについてづけについてづけについてづけについて伺伺伺伺
うううう。。。。

3333 県立病院問題県立病院問題県立病院問題県立病院問題についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「県立病院県立病院県立病院県立病院のののの経営再建検証委員会報告書経営再建検証委員会報告書経営再建検証委員会報告書経営再建検証委員会報告書」」」」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)))) 新宮古病院新宮古病院新宮古病院新宮古病院のののの医療体制医療体制医療体制医療体制とととと機能機能機能機能はははは現在現在現在現在のののの病院体制病院体制病院体制病院体制からどうからどうからどうからどう改善改善改善改善されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。

((((3333)))) 「「「「県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院とととと医師会病院統合医師会病院統合医師会病院統合医師会病院統合」」」」についてについてについてについて見解見解見解見解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

((((1111)))) 若年者若年者若年者若年者のののの雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策とととと流出防止流出防止流出防止流出防止のののの実効実効実効実効あるあるあるある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)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒へのへのへのへの人材育成人材育成人材育成人材育成とととと支援施策等支援施策等支援施策等支援施策等についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおけるユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービス充実充実充実充実のののの成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 離島圏域離島圏域離島圏域離島圏域におけるにおけるにおけるにおけるＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空参入航空参入航空参入航空参入のののの経済効果経済効果経済効果経済効果とととと住民生活住民生活住民生活住民生活へのへのへのへ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当局当局当局当局のののの見解見解見解見解
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)))) 教員教員教員教員のののの精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患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)))) 教職員採用試験年齢制限教職員採用試験年齢制限教職員採用試験年齢制限教職員採用試験年齢制限のののの撤廃撤廃撤廃撤廃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)))) 県内教職員県内教職員県内教職員県内教職員のののの正規率向上正規率向上正規率向上正規率向上へへへへ向向向向けたけたけたけた採用計画採用計画採用計画採用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。。。。

((((4444)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育のののの準義務教育化準義務教育化準義務教育化準義務教育化にににに向向向向けたけたけたけた「「「「沖縄型幼少連携教育沖縄型幼少連携教育沖縄型幼少連携教育沖縄型幼少連携教育」」」」のののの制度設計及制度設計及制度設計及制度設計及びびびび
保保保保・・・・幼少連携幼少連携幼少連携幼少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。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地へのへのへのへの給食費支援給食費支援給食費支援給食費支援についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 離島高校生就学支援事業離島高校生就学支援事業離島高校生就学支援事業離島高校生就学支援事業のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび周辺残地利活用問題周辺残地利活用問題周辺残地利活用問題周辺残地利活用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 利活用検討協議会利活用検討協議会利活用検討協議会利活用検討協議会のののの経緯経緯経緯経緯とととと成果成果成果成果のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 利活用検討利活用検討利活用検討利活用検討のさなかのさなかのさなかのさなか、、、、航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊のののの戦闘部隊配備問題戦闘部隊配備問題戦闘部隊配備問題戦闘部隊配備問題がががが浮上浮上浮上浮上したしたしたした。。。。どのようなどのようなどのようなどのような影響影響影響影響があがあがあがあ
るとるとるとると考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

7777 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) サンゴサンゴサンゴサンゴ保全保全保全保全のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと市町村事業等市町村事業等市町村事業等市町村事業等におけるにおけるにおけるにおけるサンゴサンゴサンゴサンゴ保全保全保全保全へのへのへのへの指導指導指導指導・・・・対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 三三三三セクセクセクセクでででで整備整備整備整備をををを進進進進めているめているめているめている「「「「産業廃棄物管理型処分場産業廃棄物管理型処分場産業廃棄物管理型処分場産業廃棄物管理型処分場」」」」建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、県県県県はははは名護市安和名護市安和名護市安和名護市安和
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地区地区地区地区にににに絞絞絞絞りりりり「「「「地域地域地域地域のののの合意形成合意形成合意形成合意形成にににに努努努努めめめめ、、、、早期整備早期整備早期整備早期整備をををを図図図図っていくっていくっていくっていく」」」」としているとしているとしているとしている。。。。しかししかししかししかし合意形成合意形成合意形成合意形成
すらできていないのにすらできていないのにすらできていないのにすらできていないのに、、、、県県県県のののの発言発言発言発言ややややマスコミマスコミマスコミマスコミ報道報道報道報道がががが先走先走先走先走りしているとのりしているとのりしているとのりしているとの不安不安不安不安やややや不満不満不満不満がががが地域地域地域地域
住民住民住民住民からからからから出出出出ているているているている。。。。見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派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25252525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05050505    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 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは３３３３年間年間年間年間のののの民主党政治民主党政治民主党政治民主党政治とどのようにとどのようにとどのようにとどのように違違違違うとうとうとうと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。。。。

((((2222)))) またまたまたまた、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに関関関関してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((3333)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相とのとのとのとの会談会談会談会談（（（（２２２２月月月月２２２２日日日日））））ではではではでは、、、、どのようなことがどのようなことがどのようなことがどのようなことが話話話話しししし合合合合われたかわれたかわれたかわれたか。。。。またまたまたまた、、、、余人余人余人余人をををを排排排排してしてしてして
のののの会談会談会談会談のののの意味意味意味意味はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 首相直訴行動首相直訴行動首相直訴行動首相直訴行動のののの評価評価評価評価はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

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)))) 去去去去るるるる２２２２月月月月23232323日日日日にににに行行行行われたわれたわれたわれた日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談ではではではでは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを辺野古辺野古辺野古辺野古にににに移移移移すこととしたすこととしたすこととしたすこととした日日日日
米合意米合意米合意米合意をををを早期早期早期早期にににに進進進進めることでめることでめることでめることで一致一致一致一致したとされるしたとされるしたとされるしたとされる。。。。これらにこれらにこれらにこれらに関関関関してしてしてして、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) ２２２２月月月月26262626日防衛省日防衛省日防衛省日防衛省からからからから名護漁協名護漁協名護漁協名護漁協にににに公有水面埋公有水面埋公有水面埋公有水面埋めめめめ立立立立てのてのてのての同意同意同意同意をををを求求求求めるめるめるめる文書文書文書文書がががが提出提出提出提出されされされされ、、、、知知知知
事事事事へのへのへのへの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きがきがきがきが始始始始まったまったまったまった。。。。どのようなどのようなどのようなどのような対応対応対応対応をするかをするかをするかをするか。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが10101010月月月月１１１１日日日日よりよりよりより配備配備配備配備されされされされ追加配備追加配備追加配備追加配備もももも予定予定予定予定されているされているされているされている。。。。県県県県としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように取取取取りりりり組組組組
むかむかむかむか。。。。

((((4444)))) 地域安全対策課地域安全対策課地域安全対策課地域安全対策課のののの基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してのしてのしてのしての１１１１年間年間年間年間のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと今後今後今後今後についてについてについてについて。。。。ワシントンワシントンワシントンワシントンにににに
おけるおけるおけるおける情報収集情報収集情報収集情報収集はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 日本国内世論日本国内世論日本国内世論日本国内世論へのへのへのへの訴訴訴訴ええええ、、、、マスメディアマスメディアマスメディアマスメディア対策対策対策対策などとなどとなどとなどとアメリカアメリカアメリカアメリカへのへのへのへの働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが必要必要必要必要であるがどうであるがどうであるがどうであるがどう
かかかか。。。。

3333 雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 若年者若年者若年者若年者のののの雇用雇用雇用雇用・・・・失業失業失業失業のののの実状実状実状実状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策としてとしてとしてとして行行行行っているっているっているっている緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業緊急雇用創出事業臨時特例基金活用事業などなどなどなど、、、、26262626事業事業事業事業がががが予予予予
算化算化算化算化されているがされているがされているがされているが雇用効果雇用効果雇用効果雇用効果をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 復帰後起業復帰後起業復帰後起業復帰後起業されたされたされたされた主主主主なななな製造業製造業製造業製造業にはどのようなものがあるかにはどのようなものがあるかにはどのようなものがあるかにはどのようなものがあるか。。。。

((((4444)))) 働働働働くことのくことのくことのくことの意識意識意識意識やややや幅広幅広幅広幅広いいいい職業教育職業教育職業教育職業教育がががが早早早早いいいい時期時期時期時期からからからから必要必要必要必要とととと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場でどのようでどのようでどのようでどのよう
なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行うかうかうかうか。。。。

4444 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)))) 観光産業観光産業観光産業観光産業とととと農業農業農業農業とのとのとのとの連携連携連携連携はははは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要であるであるであるである。。。。農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 遊体農地遊体農地遊体農地遊体農地のののの解消解消解消解消についてについてについてについて

((((3333)))) 農地農地農地農地のののの流動化流動化流動化流動化をどうをどうをどうをどう図図図図るかるかるかるか。。。。

((((4444)))) 農家農家農家農家のののの新新新新しいしいしいしい担担担担いいいい手確保手確保手確保手確保についてについてについてについて

5555 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港のののの開港開港開港開港をををを契期契期契期契期にしてにしてにしてにして沖縄離島観光沖縄離島観光沖縄離島観光沖縄離島観光のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図りりりり、、、、ひいてはひいてはひいてはひいては滞在日数滞在日数滞在日数滞在日数のののの延長延長延長延長
をををを図図図図るるるる好機好機好機好機であるであるであるである。。。。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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 国内景気国内景気国内景気国内景気にににに左右左右左右左右されずにされずにされずにされずに一定一定一定一定のののの誘客誘客誘客誘客をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために外国人客外国人客外国人客外国人客のののの増加増加増加増加をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があがあがあがあ
るるるる。。。。思思思思いいいい切切切切ったったったった予算予算予算予算とととと人員人員人員人員をををを投入投入投入投入すべしとすべしとすべしとすべし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)))) 25252525年度年度年度年度のののの目標値目標値目標値目標値についてについてについてについて、、、、入域観光客数入域観光客数入域観光客数入域観光客数630630630630万人万人万人万人、、、、観光収入観光収入観光収入観光収入4740474047404740億円億円億円億円はははは、、、、過去最高数過去最高数過去最高数過去最高数
値値値値であるであるであるである。。。。実現実現実現実現へのへのへのへの方策方策方策方策をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの景観景観景観景観についてについてについてについて、、、、観光観光観光観光イメージイメージイメージイメージにににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる街路樹街路樹街路樹街路樹のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて課題課題課題課題
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があるとがあるとがあるとがあ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。。。。

6666 鉄道導入鉄道導入鉄道導入鉄道導入についてについてについてについて

((((1111)))) 24242424年度年度年度年度のののの県県県県のののの調査調査調査調査のののの到達点到達点到達点到達点はどこまでかはどこまでかはどこまでかはどこまでか。。。。またまたまたまた、、、、今年度今年度今年度今年度のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの主主主主たるものをたるものをたるものをたるものを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 本島縦断鉄道建設本島縦断鉄道建設本島縦断鉄道建設本島縦断鉄道建設のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方とととと、、、、またまたまたまた基本設計基本設計基本設計基本設計のののの完成完成完成完成のののの目途目途目途目途をいつごろにをいつごろにをいつごろにをいつごろに置置置置いいいい
ているかているかているかているか。。。。

7777 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院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

((((1111)))) 産婦人科等産婦人科等産婦人科等産婦人科等のののの診断体制診断体制診断体制診断体制についてについてについてについて

((((2222)))) 「「「「北部医師会病院北部医師会病院北部医師会病院北部医師会病院とのとのとのとの統合統合統合統合」」」」についてについてについてについて取取取取りりりり沙汰沙汰沙汰沙汰されているがされているがされているがされているが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派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


