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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6666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 17171717分分分分 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題

ｱｱｱｱ 10101010万人余万人余万人余万人余がががが結集結集結集結集したしたしたした超党派超党派超党派超党派でのでのでのでの県民大会県民大会県民大会県民大会からからからから１１１１年年年年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、行政行政行政行政・・・・議会議会議会議会５５５５団体団体団体団体がががが配備撤配備撤配備撤配備撤
回回回回とととと即時撤去即時撤去即時撤去即時撤去をををを求求求求めるめるめるめる共同声明共同声明共同声明共同声明をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。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 配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回にににに向向向向けけけけ訪米行動訪米行動訪米行動訪米行動などがなどがなどがなどが提起提起提起提起されているがされているがされているがされているが、、、、知事知事知事知事もももも一緒一緒一緒一緒にににに行行行行かれるつもりはないかれるつもりはないかれるつもりはないかれるつもりはない
かかかか。。。。

((((2222)))) 名護市名護市名護市名護市がががが日米間日米間日米間日米間のののの情報発信情報発信情報発信情報発信とととと政策政策政策政策をををを提言提言提言提言するするするするシンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンク「「「「新外交新外交新外交新外交イニシアティブイニシアティブイニシアティブイニシアティブ」」」」にににに加加加加
入入入入することをすることをすることをすることを決決決決めためためためた。。。。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。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは定例記者会見定例記者会見定例記者会見定例記者会見でででで、「、「、「、「日米合意日米合意日米合意日米合意でででで県内移設県内移設県内移設県内移設にしたのはにしたのはにしたのはにしたのは判断判断判断判断ミスミスミスミスがあったとすらがあったとすらがあったとすらがあったとすら思思思思うううう。。。。
ギブアップギブアップギブアップギブアップせずせずせずせず日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに繰繰繰繰りりりり返返返返しししし訴訴訴訴えたいえたいえたいえたい」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙のののの結果結果結果結果いいいい
かんにかかわらないかかんにかかわらないかかんにかかわらないかかんにかかわらないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 2014201420142014年度沖縄振興予算枠年度沖縄振興予算枠年度沖縄振興予算枠年度沖縄振興予算枠ぎりぎりいっぱいのぎりぎりいっぱいのぎりぎりいっぱいのぎりぎりいっぱいの3408340834083408億円億円億円億円、、、、首相首相首相首相とととと近近近近いいいい自民党自民党自民党自民党のののの幹部幹部幹部幹部はははは「「「「基基基基
地地地地もももも振興振興振興振興ももももパッケージパッケージパッケージパッケージだだだだ」」」」とととと言言言言っているとのことっているとのことっているとのことっているとのこと。。。。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 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)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園にににに対対対対するするするする防音対策事業防音対策事業防音対策事業防音対策事業

ｱｱｱｱ 琉球大学渡嘉敷准教授琉球大学渡嘉敷准教授琉球大学渡嘉敷准教授琉球大学渡嘉敷准教授によるによるによるによる調査調査調査調査でででで、、、、世界保健機関世界保健機関世界保健機関世界保健機関（ＷＨＯ）（ＷＨＯ）（ＷＨＯ）（ＷＨＯ）のののの推奨値推奨値推奨値推奨値35353535デシベルデシベルデシベルデシベルをををを
大幅大幅大幅大幅にににに上回上回上回上回るるるる騒音騒音騒音騒音をををを記録記録記録記録したことがわかったしたことがわかったしたことがわかったしたことがわかった。。。。県独自県独自県独自県独自でででで詳細詳細詳細詳細なななな調査調査調査調査をををを行行行行うべきではないうべきではないうべきではないうべきではない
かかかか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの「「「「指導監督基準指導監督基準指導監督基準指導監督基準」」」」にににに達達達達していないしていないしていないしていない半数以上半数以上半数以上半数以上のののの保育園保育園保育園保育園がががが事業対象外事業対象外事業対象外事業対象外となっとなっとなっとなっ
ておりておりておりており問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。どのようなどのようなどのようなどのような対応策対応策対応策対応策をををを講講講講じるのかじるのかじるのかじるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの発発発発するするするする低周波問題低周波問題低周波問題低周波問題

ｱｱｱｱ 低周波低周波低周波低周波はははは人体人体人体人体やややや動物等動物等動物等動物等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をををを与与与与えるのかえるのかえるのかえるのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 伊江島伊江島伊江島伊江島でででで起起起起きたきたきたきた乳牛乳牛乳牛乳牛のののの早産早産早産早産、、、、死亡死亡死亡死亡とのとのとのとの因果関係因果関係因果関係因果関係とととと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)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題

ｱｱｱｱ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局とととと沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市がががが行行行行ったったったった調査結果調査結果調査結果調査結果のののの比較比較比較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。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局ははははサッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの使用履歴使用履歴使用履歴使用履歴をををを調査調査調査調査するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、県内全県内全県内全県内全てのてのてのての返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地のののの
履歴調査履歴調査履歴調査履歴調査をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題
　　　　米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者のののの公務外事件公務外事件公務外事件公務外事件・・・・事故事故事故事故によるによるによるによる補償金支払補償金支払補償金支払補償金支払いのいのいのいの実態実態実態実態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)))) 嘉手納小学校嘉手納小学校嘉手納小学校嘉手納小学校でのでのでのでの米軍車両米軍車両米軍車両米軍車両によるによるによるによる水道設備破損事件水道設備破損事件水道設備破損事件水道設備破損事件
　　　　事件事件事件事件のののの概要概要概要概要とととと現在現在現在現在のののの捜査状況捜査状況捜査状況捜査状況、、、、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 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの普及推進普及推進普及推進普及推進

ｱｱｱｱ しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば普及推進計画普及推進計画普及推進計画普及推進計画のののの予算概要予算概要予算概要予算概要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 しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの共通語共通語共通語共通語をををを定定定定めめめめ、、、、副読本副読本副読本副読本がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2013201320132013年度年度年度年度ビジットビジットビジットビジットおきなわおきなわおきなわおきなわ計画計画計画計画
　　　　観光客観光客観光客観光客630630630630万人目標万人目標万人目標万人目標（（（（外国人外国人外国人外国人56565656％％％％増増増増50505050万人万人万人万人））））のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農林水産部関係農林水産部関係農林水産部関係農林水産部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 日台漁業協定問題日台漁業協定問題日台漁業協定問題日台漁業協定問題

ｱｱｱｱ 自民党青年局自民党青年局自民党青年局自民党青年局がががが台湾台湾台湾台湾をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定についてについてについてについて意見交換意見交換意見交換意見交換しししし、、、、台湾側台湾側台湾側台湾側がががが「「「「協定協定協定協定もももも
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中身中身中身中身をををを精査精査精査精査しししし、、、、見直見直見直見直しもしもしもしも約束約束約束約束するするするする」」」」とととと述述述述べたとのことべたとのことべたとのことべたとのこと。。。。それはそれはそれはそれは台湾政府台湾政府台湾政府台湾政府をををを代表代表代表代表してのしてのしてのしての発言発言発言発言
なのかなのかなのかなのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 日台漁業委員会日台漁業委員会日台漁業委員会日台漁業委員会とととと沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・台湾漁業者間会合台湾漁業者間会合台湾漁業者間会合台湾漁業者間会合のののの日程日程日程日程とととと沖縄側沖縄側沖縄側沖縄側のののの要求要求要求要求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 土木建築部関係土木建築部関係土木建築部関係土木建築部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 白比川白比川白比川白比川・・・・河川改修事業河川改修事業河川改修事業河川改修事業

ｱｱｱｱ 事業事業事業事業のののの概要概要概要概要とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの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。。。。

ｲｲｲｲ 工事着手工事着手工事着手工事着手はいつになるかはいつになるかはいつになるかはいつになるか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 教育委員会関係教育委員会関係教育委員会関係教育委員会関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県内高校生県内高校生県内高校生県内高校生のののの不登校問題不登校問題不登校問題不登校問題

ｱｱｱｱ 2011201120112011年度年度年度年度のののの不登校者数不登校者数不登校者数不登校者数がががが1382138213821382人人人人、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均のののの倍倍倍倍のののの３３３３％％％％にににに当当当当たるたるたるたる。。。。原因原因原因原因はははは何何何何にあるとにあるとにあるとにあると考考考考
えるかえるかえるかえるか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 全国平均並全国平均並全国平均並全国平均並みにみにみにみに引引引引きききき下下下下げるためのげるためのげるためのげるための改善計画改善計画改善計画改善計画のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問のありのありのありのあり方方方方のののの見直見直見直見直しししし

ｱｱｱｱ 家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問のののの目的目的目的目的とととと意義意義意義意義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。。。。

ｲｲｲｲ 既既既既にににに家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問をををを廃止廃止廃止廃止しているしているしているしている学校学校学校学校のののの状況状況状況状況とそのとそのとそのとその評価評価評価評価についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 県警察県警察県警察県警察・・・・公安委員会関係公安委員会関係公安委員会関係公安委員会関係についてについてについてについて

((((1111)))) 乗用車乗用車乗用車乗用車へのへのへのへの当当当当てててて逃逃逃逃げげげげ事件事件事件事件

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内でのでのでのでの当当当当てててて逃逃逃逃げげげげ事件数事件数事件数事件数とととと警察警察警察警察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 当当当当てててて逃逃逃逃げげげげ事件事件事件事件のののの解決件数解決件数解決件数解決件数とととと刑罰刑罰刑罰刑罰についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

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
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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6666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 17171717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)))) 米軍普天間基地移設米軍普天間基地移設米軍普天間基地移設米軍普天間基地移設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 1997199719971997年年年年ハワイハワイハワイハワイ州議会州議会州議会州議会ではではではでは、、、、沖縄県系議員沖縄県系議員沖縄県系議員沖縄県系議員をををを中心中心中心中心にににに提案提案提案提案したしたしたした「「「「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整理整理整理整理・・・・縮縮縮縮
小小小小をををを求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議」」」」をををを議決議決議決議決したしたしたした経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある。。。。2010201020102010年沖縄県議会議員団年沖縄県議会議員団年沖縄県議会議員団年沖縄県議会議員団ががががハワイハワイハワイハワイをををを訪問訪問訪問訪問したしたしたした
際際際際、、、、当時当時当時当時ののののハワイハワイハワイハワイ州議会州議会州議会州議会ハナブサハナブサハナブサハナブサ上院議長上院議長上院議長上院議長はははは「「「「沖縄県系議員沖縄県系議員沖縄県系議員沖縄県系議員のののの影響力影響力影響力影響力はははは大大大大きいきいきいきい。。。。今後今後今後今後
ともともともとも連携連携連携連携をををを深深深深めたいめたいめたいめたい」」」」とととと話話話話しておられましたしておられましたしておられましたしておられました。。。。ハワイハワイハワイハワイ等米国等米国等米国等米国におられるにおられるにおられるにおられる沖縄県人会沖縄県人会沖縄県人会沖縄県人会などなどなどなどウウウウ
チナーンチュチナーンチュチナーンチュチナーンチュのののの海外海外海外海外ネットワークネットワークネットワークネットワークをををを活用活用活用活用しししし、、、、再度議決再度議決再度議決再度議決してしてしてして米国政府米国政府米国政府米国政府にににに働働働働きかけていただくきかけていただくきかけていただくきかけていただく
ようなようなようなような取取取取りりりり組組組組みをすべきではないかみをすべきではないかみをすべきではないかみをすべきではないか対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 鳩山元総理鳩山元総理鳩山元総理鳩山元総理はははは「「「「最低最低最低最低でもでもでもでも県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」とととと言言言言っていたがっていたがっていたがっていたが、「、「、「、「学学学学べばべばべばべば学学学学ぶほどぶほどぶほどぶほど連携連携連携連携しししし抑止力抑止力抑止力抑止力をををを
維持維持維持維持していることがわかったしていることがわかったしていることがわかったしていることがわかった」「」「」「」「海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの役割役割役割役割、、、、陸上部隊陸上部隊陸上部隊陸上部隊とととと飛行部隊飛行部隊飛行部隊飛行部隊とのとのとのとの間間間間のののの共同訓練共同訓練共同訓練共同訓練とととと
いういういういう中中中中でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご負担負担負担負担をおをおをおをお願願願願いしなければならないいしなければならないいしなければならないいしなければならない」」」」とととと述述述述べべべべ「「「「県内移設県内移設県内移設県内移設」」」」にににに回帰回帰回帰回帰
したしたしたした。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは「「「「普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場はははは滑走路滑走路滑走路滑走路のあるのあるのあるのある県外県外県外県外へへへへ移設移設移設移設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」」」」とととと主張主張主張主張
しておられるがしておられるがしておられるがしておられるが、、、、在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの一体的抑止力及一体的抑止力及一体的抑止力及一体的抑止力及びびびび県外移設県外移設県外移設県外移設へのへのへのへの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 沖縄県離島振興計画沖縄県離島振興計画沖縄県離島振興計画沖縄県離島振興計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法にににに基基基基づきづきづきづき「「「「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離島振興計画離島振興計画離島振興計画離島振興計画」」」」がががが策定策定策定策定されたがされたがされたがされたが、、、、ここここ
れまでのれまでのれまでのれまでの４４４４次次次次にわたるにわたるにわたるにわたる離島振興計画離島振興計画離島振興計画離島振興計画とととと比較比較比較比較してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような特徴特徴特徴特徴があるかがあるかがあるかがあるか。。。。計画実施計画実施計画実施計画実施にににに当当当当
たってたってたってたって毎年度毎年度毎年度毎年度のののの施策評価施策評価施策評価施策評価でででで見直見直見直見直しししし改善改善改善改善することになっているがすることになっているがすることになっているがすることになっているが、、、、離島各市町村離島各市町村離島各市町村離島各市町村のののの計画計画計画計画
やややや要望要望要望要望とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 離島航空輸送体制離島航空輸送体制離島航空輸送体制離島航空輸送体制のののの確保確保確保確保についてのについてのについてのについての離島空港離島空港離島空港離島空港のののの更新整備更新整備更新整備更新整備やややや離島航空路線離島航空路線離島航空路線離島航空路線にににに対対対対するするするする
補助補助補助補助スキームスキームスキームスキームのののの拡充拡充拡充拡充、、、、新規航空便新規航空便新規航空便新規航空便のののの誘致誘致誘致誘致などについてのなどについてのなどについてのなどについて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。。。。

ｳｳｳｳ 離島児童生徒離島児童生徒離島児童生徒離島児童生徒のののの交通費支援交通費支援交通費支援交通費支援におけるにおけるにおけるにおける課題解決課題解決課題解決課題解決とととと航空運賃軽減航空運賃軽減航空運賃軽減航空運賃軽減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)))) ガソリンガソリンガソリンガソリン等離島石油製品等離島石油製品等離島石油製品等離島石油製品のののの価格対策価格対策価格対策価格対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 復帰特別措置復帰特別措置復帰特別措置復帰特別措置によりによりによりにより石油製品石油製品石油製品石油製品のののの価格抑制価格抑制価格抑制価格抑制のためにのためにのためにのために揮発油税等揮発油税等揮発油税等揮発油税等のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置がががが認認認認めらめらめらめら
れれれれ、、、、県外県外県外県外よりもよりもよりもよりも価格価格価格価格がががが抑制抑制抑制抑制されされされされ、、、、石油製品輸送等補助事業石油製品輸送等補助事業石油製品輸送等補助事業石油製品輸送等補助事業をををを活用活用活用活用したしたしたした離島石油製品離島石油製品離島石油製品離島石油製品のののの
価格差解消価格差解消価格差解消価格差解消をををを図図図図ってきたってきたってきたってきた。。。。離島石油製品輸送費補助事業離島石油製品輸送費補助事業離島石油製品輸送費補助事業離島石油製品輸送費補助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。。。。

ｲｲｲｲ 那覇市那覇市那覇市那覇市のののの消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数をををを100100100100としたとしたとしたとした場合場合場合場合、、、、離島市町村離島市町村離島市町村離島市町村はははは130130130130程度程度程度程度とととと割高割高割高割高でありでありでありであり、、、、基本基本基本基本
的的的的ななななエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーであるであるであるである離島石油製品価格離島石油製品価格離島石油製品価格離島石油製品価格のののの現状現状現状現状もももも25252525円円円円からからからから35353535円割高円割高円割高円割高であるであるであるである。。。。県県県県はははは縮小縮小縮小縮小
にににに取取取取りりりり組組組組むことになっているがむことになっているがむことになっているがむことになっているが、、、、揮発油税軽減期限揮発油税軽減期限揮発油税軽減期限揮発油税軽減期限のののの来年度来年度来年度来年度までにどのようにまでにどのようにまでにどのようにまでにどのように是正是正是正是正するするするする
かかかか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 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)))) 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港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

ｱｱｱｱ 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港はははは開港後開港後開港後開港後10101010年後年後年後年後にはにはにはには乗降客乗降客乗降客乗降客がががが年間年間年間年間260260260260万人万人万人万人をををを達成達成達成達成するというするというするというするという目標目標目標目標にににに基基基基づいづいづいづい
てててて施設整備計画施設整備計画施設整備計画施設整備計画がががが策定策定策定策定されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。しかししかししかししかし、、、、開港後開港後開港後開港後６６６６カカカカ月月月月でででで既既既既にににに国内線旅客国内線旅客国内線旅客国内線旅客がががが100100100100万人万人万人万人
をををを超超超超えるえるえるえる乗降客乗降客乗降客乗降客でででで１１１１日日日日85858585便便便便がががが就航就航就航就航するというするというするというするという嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴をををを上上上上げているげているげているげている。。。。ピークピークピークピーク時間帯時間帯時間帯時間帯はははは
エプロンエプロンエプロンエプロンややややボーディングボーディングボーディングボーディング・・・・ブリッジブリッジブリッジブリッジのやりくりにのやりくりにのやりくりにのやりくりに苦心苦心苦心苦心しているしているしているしている様子様子様子様子であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県はははは「「「「所要規所要規所要規所要規
模模模模はははは充足充足充足充足しているしているしているしている。。。。今後今後今後今後のののの就航状況就航状況就航状況就航状況をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、対応対応対応対応をををを検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい」」」」とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁だだだだ
がががが、、、、新空港開港後新空港開港後新空港開港後新空港開港後のののの需要予測需要予測需要予測需要予測にににに対対対対するするするする運用状況運用状況運用状況運用状況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 開港後開港後開港後開港後のののの国際線就航国際線就航国際線就航国際線就航がががが好調好調好調好調であるがであるがであるがであるが、、、、航空需要航空需要航空需要航空需要ややややＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ等空港機能等空港機能等空港機能等空港機能へのへのへのへの対応対応対応対応のののの改善改善改善改善がががが
求求求求められておりめられておりめられておりめられており、、、、国際線旅客国際線旅客国際線旅客国際線旅客ターミナルターミナルターミナルターミナル拡張拡張拡張拡張にはにはにはには２２２２階増設階増設階増設階増設もももも含含含含めためためためた拡張拡張拡張拡張ととととボーディングボーディングボーディングボーディング・・・・
ブリッジブリッジブリッジブリッジのののの増設等思増設等思増設等思増設等思いいいい切切切切ったったったった施設拡張施設拡張施設拡張施設拡張、、、、改善改善改善改善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、、、、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)))) 県営団地整備県営団地整備県営団地整備県営団地整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅へのへのへのへの入居希望者入居希望者入居希望者入居希望者にににに対対対対してしてしてして供給戸数供給戸数供給戸数供給戸数がががが少少少少なくなくなくなく、、、、県民県民県民県民からのからのからのからの要望要望要望要望がががが多多多多いがいがいがいが、、、、現状現状現状現状
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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。。。。

ｲｲｲｲ 県営新川県営新川県営新川県営新川・・・・真喜良団地真喜良団地真喜良団地真喜良団地のののの建建建建てかえにはてかえにはてかえにはてかえには地域居住再生推進事業地域居住再生推進事業地域居住再生推進事業地域居住再生推進事業をををを導入導入導入導入するするするする計画計画計画計画だがだがだがだが、、、、
事業概要事業概要事業概要事業概要とととと石垣市石垣市石垣市石垣市からのからのからのからの要望及要望及要望及要望及びびびび地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮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 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)))) 離島離島離島離島・・・・僻地医療体制僻地医療体制僻地医療体制僻地医療体制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

ｱｱｱｱ 無医地区無医地区無医地区無医地区のののの解消解消解消解消についてのについてのについてのについて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。。。。

ｲｲｲｲ 遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築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)))) 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建建建建てかえについててかえについててかえについててかえについて

ｱｱｱｱ 新病院整備基本構想及新病院整備基本構想及新病院整備基本構想及新病院整備基本構想及びびびび基本計画策定基本計画策定基本計画策定基本計画策定のののの進進進進状況状況状況状況とととと移転場所移転場所移転場所移転場所のののの選定等移転改築選定等移転改築選定等移転改築選定等移転改築へへへへ
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。。。。

ｲｲｲｲ 老朽化老朽化老朽化老朽化がががが激激激激しくしくしくしく雨漏雨漏雨漏雨漏れれれれ防止等防止等防止等防止等のののの補修工事補修工事補修工事補修工事がががが急務急務急務急務であるがであるがであるがであるが対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 水産行政水産行政水産行政水産行政についてについてについてについて

((((1111)))) 漁船衝突事故漁船衝突事故漁船衝突事故漁船衝突事故にににに対対対対するするするする国国国国のののの対応対応対応対応、、、、日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定のののの見直見直見直見直しとしとしとしと操業操業操業操業ルールルールルールルール確立確立確立確立へのへのへのへの県県県県のののの対対対対
応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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6666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 17171717分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) さきにさきにさきにさきに行行行行われたわれたわれたわれた参議院議員選挙参議院議員選挙参議院議員選挙参議院議員選挙、、、、安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理をををを初初初初めめめめ自民党本部自民党本部自民党本部自民党本部・・・・閣僚閣僚閣僚閣僚がががが次次次次々々々々とととと沖縄入沖縄入沖縄入沖縄入りしりしりしりし
たにもかかわらずたにもかかわらずたにもかかわらずたにもかかわらず自民党公認候補自民党公認候補自民党公認候補自民党公認候補はははは惨敗惨敗惨敗惨敗したしたしたした。。。。党本部党本部党本部党本部はははは「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古とととと言言言言わなかったからわなかったからわなかったからわなかったから負負負負
けたけたけたけた」」」」とととと言言言言うううう声声声声があるがあるがあるがある。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 総額総額総額総額3408340834083408億円億円億円億円というというというという巨額巨額巨額巨額のののの沖縄振興概算要求沖縄振興概算要求沖縄振興概算要求沖縄振興概算要求はははは辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋めめめめ立立立立てててて受受受受けけけけ入入入入れへのれへのれへのれへの布石布石布石布石とととと考考考考
えるかえるかえるかえるか。。。。

((((3333)))) 国連国連国連国連のののの人種差別撤廃条約委員会人種差別撤廃条約委員会人種差別撤廃条約委員会人種差別撤廃条約委員会でででで、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの沖縄配備問題沖縄配備問題沖縄配備問題沖縄配備問題がががが審議審議審議審議されているされているされているされている。。。。普天普天普天普天
間基地間基地間基地間基地をををを囲囲囲囲むむむむ状況状況状況状況はまさにはまさにはまさにはまさに人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害でありでありでありであり世界世界世界世界へへへへ向向向向けてこのけてこのけてこのけてこの状況状況状況状況をををを国連機関国連機関国連機関国連機関へへへへ訴訴訴訴えるこえるこえるこえるこ
とがとがとがと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。。。。取取取取りりりり組組組組むむむむ考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか。。。。

((((4444)))) 米国防費米国防費米国防費米国防費のののの削減削減削減削減にににに伴伴伴伴いいいい海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの削減幅削減幅削減幅削減幅をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり、、、、国防総省国防総省国防総省国防総省とととと海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの対立対立対立対立がががが取取取取りりりり沙汰沙汰沙汰沙汰ささささ
れているれているれているれている。。。。本県本県本県本県にもにもにもにも飛行制限飛行制限飛行制限飛行制限があったこともがあったこともがあったこともがあったことも判明判明判明判明したしたしたした。。。。抑止力抑止力抑止力抑止力というというというという幻想幻想幻想幻想にににに惑惑惑惑わされているわされているわされているわされている
政府政府政府政府にににに対対対対しししし現実論現実論現実論現実論でのでのでのでの展開展開展開展開をををを提示提示提示提示するするするす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伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 各種委員会各種委員会各種委員会各種委員会のののの委員委員委員委員のののの任務任務任務任務とととと報酬報酬報酬報酬のののの妥当性妥当性妥当性妥当性についてについてについてについて

2222 知事公室関連知事公室関連知事公室関連知事公室関連についてについてについてについて

((((1111)))) 米国米国米国米国のののの軍事環境軍事環境軍事環境軍事環境をををを把握把握把握把握、、、、分析分析分析分析しししし沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり伝伝伝伝えていくためにもえていくためにもえていくためにもえていくためにも地域安全政策地域安全政策地域安全政策地域安全政策
課課課課のののの役割役割役割役割はははは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。そのそのそのその役割役割役割役割とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの成果成果成果成果、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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。。。。

((((2222)))) 17171717年間恩納村年間恩納村年間恩納村年間恩納村にににに保管保管保管保管されてたされてたされてたされてたＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢのののの処理処理処理処理がようやくがようやくがようやくがようやく実行実行実行実行されるがされるがされるがされるが以下伺以下伺以下伺以下伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 処理決定処理決定処理決定処理決定までのまでのまでのまでの経緯経緯経緯経緯、、、、処理数量処理数量処理数量処理数量((((ドラムドラムドラムドラム缶数缶数缶数缶数))))についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 搬出方法搬出方法搬出方法搬出方法、、、、搬出時期搬出時期搬出時期搬出時期、、、、ルートルートルートルート等安全対策等安全対策等安全対策等安全対策についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 処理処理処理処理にににに当当当当たりたりたりたり県県県県のかかわりはどうかのかかわりはどうかのかかわりはどうかのかかわりはどうか。。。。

3333 うるまうるまうるまうるま市宮城島市宮城島市宮城島市宮城島でででで不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄されたとされたとされたとされたと見見見見られるられるられるられる不発弾不発弾不発弾不発弾についてについてについてについて

((((1111)))) 経緯経緯経緯経緯とととと処理方法処理方法処理方法処理方法、、、、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

4444 沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業沖縄県住宅等開発磁気探査支援事業・・・・広域探査発掘加速化事業広域探査発掘加速化事業広域探査発掘加速化事業広域探査発掘加速化事業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年度年度年度年度のののの執行状況執行状況執行状況執行状況、、、、25252525年度年度年度年度のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの執行状況執行状況執行状況執行状況についてについてについてについて

((((2222)))) 事業執行事業執行事業執行事業執行のののの課題課題課題課題とととと対策対策対策対策、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 住宅防音工事住宅防音工事住宅防音工事住宅防音工事のののの助成助成助成助成についてについてについてについて

((((1111)))) 助成助成助成助成をををを受受受受けているけているけているけている三沢市三沢市三沢市三沢市、、、、岩国市岩国市岩国市岩国市とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの建物対象年度建物対象年度建物対象年度建物対象年度のののの比較比較比較比較。。。。

((((2222)))) 建具復旧工事等建具復旧工事等建具復旧工事等建具復旧工事等、、、、実態実態実態実態にそぐわないにそぐわないにそぐわないにそぐわない状況状況状況状況についてのについてのについてのについての改善策改善策改善策改善策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

6666 大学院大学大学院大学大学院大学大学院大学についてについてについてについて

((((1111)))) 開学開学開学開学からからからから１１１１年年年年、、、、研究者研究者研究者研究者のののの状況状況状況状況、、、、環境整備環境整備環境整備環境整備についてのについてのについてのについて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)))) 県内県内県内県内のののの教育機関教育機関教育機関教育機関、、、、企業企業企業企業、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。

((((3333)))) 開学開学開学開学のののの成果成果成果成果、、、、研究成果研究成果研究成果研究成果があらわれるのはいつごろとがあらわれるのはいつごろとがあらわれるのはいつごろとがあらわれるのはいつごろと捉捉捉捉えているかえているかえているかえているか。。。。

7777 アミークスアミークスアミークスアミークス国際学園国際学園国際学園国際学園についてについてについてについて

((((1111)))) 開学開学開学開学からからからから３３３３年年年年、、、、現在現在現在現在のののの学校学校学校学校のののの状況状況状況状況((((生徒生徒生徒生徒・・・・教員数教員数教員数教員数、、、、出身国等出身国等出身国等出身国等))))についてについてについてについて

((((2222)))) 来年開学予定来年開学予定来年開学予定来年開学予定のののの中学中学中学中学のののの整備状況整備状況整備状況整備状況についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のかかわりについてのかかわりについてのかかわりについてのかかわりについて

8888 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
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((((1111)))) 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設立設立設立設立についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 病院拠点型病院拠点型病院拠点型病院拠点型のののの方向性方向性方向性方向性がががが出出出出たがたがたがたが、、、、進進進進状況状況状況状況とととと課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 設立設立設立設立するするするする会会会会がががが積極的積極的積極的積極的にににに講演会講演会講演会講演会ややややシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムをををを開催開催開催開催しているしているしているしている。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ計画計画計画計画をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所とととと市町村相談窓口市町村相談窓口市町村相談窓口市町村相談窓口とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、虐待撲滅対策虐待撲滅対策虐待撲滅対策虐待撲滅対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 情緒障害支援情緒障害支援情緒障害支援情緒障害支援センターセンターセンターセンターのののの設立設立設立設立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

9999 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)))) 石垣市教育委員長石垣市教育委員長石垣市教育委員長石垣市教育委員長はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの平和教育平和教育平和教育平和教育をををを「「「「弊害弊害弊害弊害」」」」があるとがあるとがあるとがあると否定否定否定否定しているしているしているしている。。。。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。。。。

((((2222)))) 性被害性被害性被害性被害にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれないまれないまれないまれない、、、、思春期教育思春期教育思春期教育思春期教育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。。。。

10101010 土木建設行政土木建設行政土木建設行政土木建設行政についてについてについてについて

((((1111)))) 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税、、、、一括交付金関係一括交付金関係一括交付金関係一括交付金関係でででで県県県県のののの建設建設建設建設ラッシュラッシュラッシュラッシュはははは今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに続続続続くとくとくとくと予測予測予測予測されるされるされるされる。。。。雇用確雇用確雇用確雇用確
保保保保、、、、対策対策対策対策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

11111111 商工労働行政商工労働行政商工労働行政商工労働行政についてについてについてについて

((((1111)))) 銀座銀座銀座銀座わしたわしたわしたわしたショップショップショップショップのののの泡盛泡盛泡盛泡盛コーナーコーナーコーナーコーナーのののの販売促進用販売促進用販売促進用販売促進用ポップポップポップポップ、、、、泡盛泡盛泡盛泡盛をををを丹精込丹精込丹精込丹精込めてつくっためてつくっためてつくっためてつくった製製製製
造元造元造元造元をををを侮辱侮辱侮辱侮辱するするするするメッセージメッセージメッセージメッセージがががが多多多多くくくく残念残念残念残念であるであるであるである。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

12121212 観光政策観光政策観光政策観光政策についてについてについてについて

((((1111)))) 海外観光客誘致海外観光客誘致海外観光客誘致海外観光客誘致にににに向向向向けけけけ、、、、接客接客接客接客マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルややややトラブルトラブルトラブルトラブル対処法対処法対処法対処法などなどなどなどリーフレットリーフレットリーフレットリーフレットのののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは
考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

13131313 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6666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 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 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)))) 辺野古埋立承認申請辺野古埋立承認申請辺野古埋立承認申請辺野古埋立承認申請についてについてについてについて
　　　　政府自民党政権政府自民党政権政府自民党政権政府自民党政権はははは、、、、米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地のののの「「「「危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去」」」」とととと「「「「固定化回避固定化回避固定化回避固定化回避」」」」をををを強調強調強調強調しししし、、、、辺野辺野辺野辺野
古移設古移設古移設古移設へのへのへのへの圧力圧力圧力圧力をををを強強強強めてきているめてきているめてきているめてきている。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、埋立申請承認埋立申請承認埋立申請承認埋立申請承認へのへのへのへの知事知事知事知事のののの可否判断可否判断可否判断可否判断はははは極極極極
めてめてめてめて重要重要重要重要なななな要素要素要素要素だとだとだとだと言言言言えるえるえるえる。。。。次次次次のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はははは環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価にににに対対対対するするするする意見意見意見意見でででで「「「「環境保全環境保全環境保全環境保全はははは不可能不可能不可能不可能」」」」であるとであるとであるとであると結論結論結論結論づけたとづけたとづけたとづけたと理解理解理解理解
するがするがするがするが、、、、そのそのそのその主主主主なななな根拠根拠根拠根拠とととと理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設にかじをにかじをにかじをにかじを切切切切ったったったった最大最大最大最大のののの理由理由理由理由をををを辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対のののの稲嶺名護市長稲嶺名護市長稲嶺名護市長稲嶺名護市長のののの誕誕誕誕
生生生生だとだとだとだと述述述述べていたべていたべていたべていた。。。。来年来年来年来年１１１１月月月月のののの名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙もそのもそのもそのもその結果結果結果結果にににに影響影響影響影響されるかされるかされるかされるか。。。。

ｳｳｳｳ 政府政府政府政府がががが、、、、知事知事知事知事のののの認可権認可権認可権認可権をををを奪奪奪奪うううう強制的強制的強制的強制的なななな手法手法手法手法もももも考考考考えているとえているとえているとえていると思思思思うかうかうかうか。。。。

2222 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定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９９９９月月月月12121212日八重山所属日八重山所属日八重山所属日八重山所属ののののマグロマグロマグロマグロ一本釣一本釣一本釣一本釣りのりのりのりの漁船漁船漁船漁船とととと台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船がががが今回日台漁業協定今回日台漁業協定今回日台漁業協定今回日台漁業協定でででで台台台台
湾漁船湾漁船湾漁船湾漁船にににに操業操業操業操業をををを認認認認めためためためた水域水域水域水域でででで衝突事故衝突事故衝突事故衝突事故をををを起起起起こしたこしたこしたこした。。。。これはこれはこれはこれは、、、、懸念懸念懸念懸念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現実現実現実現実にににに
起起起起こったこったこったこった。。。。県内県内県内県内のののの漁業団体漁業団体漁業団体漁業団体はははは、、、、マグロマグロマグロマグロ漁業漁業漁業漁業がががが底魚一本釣底魚一本釣底魚一本釣底魚一本釣りりりり漁業漁業漁業漁業のののの好漁場好漁場好漁場好漁場をををを守守守守るためるためるためるため、、、、地地地地
理的中間線理的中間線理的中間線理的中間線をををを基本基本基本基本にににに協議協議協議協議をををを求求求求めてきためてきためてきためてきた。。。。しかししかししかししかし、、、、政府政府政府政府はははは沖縄沖縄沖縄沖縄をををを頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに、、、、しかもしかもしかもしかも台湾台湾台湾台湾がががが主主主主
張張張張するするするする暫定執法線暫定執法線暫定執法線暫定執法線よりよりよりより広広広広いいいい水域水域水域水域にににに拡大拡大拡大拡大してしてしてして、、、、台湾側台湾側台湾側台湾側にににに大幅大幅大幅大幅にににに譲歩譲歩譲歩譲歩してしてしてして協定協定協定協定をををを締結締結締結締結したしたしたした。。。。
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業関係者漁業関係者漁業関係者漁業関係者のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、県民県民県民県民はははは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。。。。以下次以下次以下次以下次のことをのことをのことをのことを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府がががが日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定をををを評価評価評価評価するするするする理由理由理由理由とととと根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは、、、、撤回撤回撤回撤回をををを求求求求めていくめていくめていくめていく立場立場立場立場かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 協定締結時協定締結時協定締結時協定締結時になぜになぜになぜになぜ操業操業操業操業ルールルールルールルールをををを確立確立確立確立しなかったのかしなかったのかしなかったのかしなかったのか。。。。

ｴｴｴｴ 漁業関係団体漁業関係団体漁業関係団体漁業関係団体がががが、、、、東経東経東経東経125125125125度度度度30303030分分分分よりよりよりより東側東側東側東側とととと八重山北方角形八重山北方角形八重山北方角形八重山北方角形のののの見直見直見直見直しをしをしをしを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、
見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

ｵｵｵｵ 協定水域内協定水域内協定水域内協定水域内におけるにおけるにおけるにおける漁獲高漁獲高漁獲高漁獲高のののの推移推移推移推移とととと問題点問題点問題点問題点はははは何何何何かかかか。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県はははは、、、、台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船のののの操業実態把握操業実態把握操業実態把握操業実態把握のためのためのためのため調査船調査船調査船調査船をををを出航出航出航出航させるとのことだがさせるとのことだがさせるとのことだがさせるとのことだが、、、、果果果果たしてたしてたしてたして、、、、年年年年
内合意内合意内合意内合意をををを目指目指目指目指すすすす協議協議協議協議にににに十分十分十分十分ななななデータデータデータデータのののの提供提供提供提供ができるのかができるのかができるのかができるのか。。。。

3333 旧郵住協旧郵住協旧郵住協旧郵住協のののの古島団地古島団地古島団地古島団地についてについてについてについて

((((1111)))) 入居者入居者入居者入居者はははは、、、、再開発後再開発後再開発後再開発後にににに再入居再入居再入居再入居させるとのさせるとのさせるとのさせるとの協定書協定書協定書協定書をををを信信信信じてじてじてじて今今今今までまでまでまで住住住住みみみみ続続続続けてきたがけてきたがけてきたがけてきたが、、、、一転一転一転一転
してしてしてして、、、、再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業はははは厳厳厳厳しくなったとしてしくなったとしてしくなったとしてしくなったとして、、、、裁判裁判裁判裁判でででで立立立立ちちちち退退退退きききき訴訟訴訟訴訟訴訟がががが起起起起こされたこされたこされたこされた。。。。１１１１号棟号棟号棟号棟、、、、２２２２号号号号
棟棟棟棟、、、、３３３３号棟号棟号棟号棟、、、、４４４４号棟号棟号棟号棟とととと次次次次々々々々訴訴訴訴えられていくえられていくえられていくえられていく入居者入居者入居者入居者はははは、、、、58585858世帯世帯世帯世帯ほとんどほとんどほとんどほとんど高齢者高齢者高齢者高齢者でありでありでありであり、、、、市営市営市営市営、、、、
県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅にににに申申申申しししし込込込込んでもんでもんでもんでも、、、、抽抽抽抽せんせんせんせん漏漏漏漏れやれやれやれや民間民間民間民間アパートアパートアパートアパートもももも簡単簡単簡単簡単にににに高齢者高齢者高齢者高齢者をををを理由理由理由理由にににに入居入居入居入居できできできでき
ずずずず、、、、行行行行きききき場場場場がなくがなくがなくがなく深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態をををを迎迎迎迎えているえているえているえている。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市などなどなどなど53535353市町村市町村市町村市町村がががが出資出資出資出資しししし、、、、管理運営管理運営管理運営管理運営のののの
中心中心中心中心はははは県出向県出向県出向県出向のののの役員役員役員役員がががが勤勤勤勤めていためていためていためていた郵住協郵住協郵住協郵住協のののの古島団地古島団地古島団地古島団地はははは築築築築40404040年年年年のののの老朽化老朽化老朽化老朽化をををを理由理由理由理由にににに建建建建てててて
かえをかえをかえをかえを余儀余儀余儀余儀なくさせられなくさせられなくさせられなくさせられ、、、、これをこれをこれをこれを民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者へへへへ売却売却売却売却したしたしたした。。。。このこのこのこの公益法人公益法人公益法人公益法人からからからから民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者へへへへ
とととと管理運営主体管理運営主体管理運営主体管理運営主体がかわったことからがかわったことからがかわったことからがかわったことから、、、、今日今日今日今日のののの問題問題問題問題をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす原因原因原因原因となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

ｱｱｱｱ 郵住協郵住協郵住協郵住協のののの設立設立設立設立とととと解散解散解散解散までのまでのまでのまでの経緯経緯経緯経緯をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは公益法人公益法人公益法人公益法人としてのとしてのとしてのとしての郵住協郵住協郵住協郵住協へのへのへのへの指導監督指導監督指導監督指導監督はははは適切適切適切適切だったのかだったのかだったのかだったのか。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、団地自治会団地自治会団地自治会団地自治会のののの４４４４者者者者によるによるによるによる推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会はなぜはなぜはなぜはなぜ開催開催開催開催されないのかされないのかされないのかされないのか。。。。

4444 待機児童解消対策待機児童解消対策待機児童解消対策待機児童解消対策についてについてについてについて

((((1111)))) 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの全国集計全国集計全国集計全国集計でででで認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所にににに入入入入れないれないれないれない待機児童待機児童待機児童待機児童がががが2013201320132013年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在２２２２万万万万
2741274127412741人人人人でででで最多最多最多最多がががが東京都東京都東京都東京都、、、、次次次次いでいでいでいで２２２２位位位位はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県2216221622162216人人人人、、、、自治体自治体自治体自治体ではではではでは那覇市那覇市那覇市那覇市がががが５５５５位位位位でででで439439439439人人人人
となりとなりとなりとなり、、、、対策対策対策対策のおくれがのおくれがのおくれがのおくれが顕著顕著顕著顕著となっているとなっているとなっているとなっている。。。。潜在的潜在的潜在的潜在的なななな待機児童待機児童待機児童待機児童ももももカウントカウントカウントカウントするとするとするとすると相当深刻相当深刻相当深刻相当深刻なななな
数値数値数値数値になるとになるとになるとになると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。次次次次のことについてのことについてのことについてのことについて聞聞聞聞くくくく。。。。
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ｱｱｱｱ 県県県県のののの待機児童対策施策待機児童対策施策待機児童対策施策待機児童対策施策をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 県内市町村別県内市町村別県内市町村別県内市町村別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対策対策対策対策をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

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6666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 17171717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)))) 14141414年度年度年度年度のののの概算要求額概算要求額概算要求額概算要求額はははは、、、、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とととと関連関連関連関連があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国にににに対対対対するするするする本県本県本県本県のののの概算要求額概算要求額概算要求額概算要求額はははは、、、、全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体にににに比較比較比較比較してしてしてして突出突出突出突出しているかをしているかをしているかをしているかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 浦添市長浦添市長浦添市長浦添市長がががが那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼がががが崩崩崩崩れたれたれたれた発言発言発言発言をしたことによりをしたことによりをしたことによりをしたことにより、、、、那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合のののの
運営運営運営運営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をををを与与与与えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港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。。。。

((((5555)))) 公共施設公共施設公共施設公共施設へのへのへのへの太陽光発電整備太陽光発電整備太陽光発電整備太陽光発電整備についてのについてのについてのについて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 副知事副知事副知事副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)))) 高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事はははは、、、、来年来年来年来年のののの知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙にににに出馬出馬出馬出馬するするするする意欲意欲意欲意欲があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 川上副知事川上副知事川上副知事川上副知事はははは、、、、来年来年来年来年のののの名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙にににに出馬出馬出馬出馬するするするする意欲意欲意欲意欲があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

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のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ニートニートニートニート・・・・引引引引きこもりきこもりきこもりきこもり・・・・不登校不登校不登校不登校のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) ２２２２学期制学期制学期制学期制のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 石垣市教育長石垣市教育長石垣市教育長石垣市教育長のののの発言発言発言発言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)))) 高卒高卒高卒高卒のののの進路状況進路状況進路状況進路状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 建設業界職人不足建設業界職人不足建設業界職人不足建設業界職人不足のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 経営難経営難経営難経営難をををを理由理由理由理由にににに同業界同業界同業界同業界においてにおいてにおいてにおいて新卒新卒新卒新卒のののの雇用雇用雇用雇用がががが厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況でありますでありますでありますであります。。。。最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格をををを
95959595％％％％以上以上以上以上にににに引引引引きききき上上上上げてげてげてげて人材育成人材育成人材育成人材育成をををを図図図図るべきではないかをるべきではないかをるべきではないかをるべきではないかを伺伺伺伺うううう。。。。

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6666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 17171717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 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)))) 国国国国のののの進進進進めるめるめるめる辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地のののの規模規模規模規模・・・・形状形状形状形状についていまについていまについていまについていま一度説明一度説明一度説明一度説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長ががががワシントンワシントンワシントンワシントン及及及及びびびびハワイハワイハワイハワイへへへへ訪米訪米訪米訪米したしたしたした目的目的目的目的、、、、内容内容内容内容、、、、結果等結果等結果等結果等についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里沖縄市諸見里サッカーサッカーサッカーサッカー場汚染問題場汚染問題場汚染問題場汚染問題ではではではでは、、、、改改改改めてめてめてめて国国国国にににに対対対対するするするする県県県県のののの主体性主体性主体性主体性がががが問問問問われていわれていわれていわれてい
るるるる。。。。基地基地基地基地のののの環境汚染環境汚染環境汚染環境汚染にににに対対対対するするするする法整備法整備法整備法整備、、、、調査調査調査調査、、、、浄化等浄化等浄化等浄化等のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組み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。。。。

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)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上にににに資資資資するするするする環境整備環境整備環境整備環境整備としてとしてとしてとして以下問以下問以下問以下問うううう。。。。

ｱｱｱｱ 小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校におけるにおけるにおけるにおけるクーラークーラークーラークーラー設置率設置率設置率設置率（（（（普通普通普通普通・・・・特別教室特別教室特別教室特別教室））））はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級」」」」のののの実施率実施率実施率実施率とととと教室不足解消教室不足解消教室不足解消教室不足解消にににに向向向向けたけたけたけた計画計画計画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。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「早寝早寝早寝早寝・・・・早起早起早起早起きききき・・・・朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん」」」」のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 教職員教職員教職員教職員のののの正規雇用率正規雇用率正規雇用率正規雇用率はははは全国平均全国平均全国平均全国平均にににに比比比比べどうかべどうかべどうかべどうか、、、、改善計画改善計画改善計画改善計画をををを示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ｵｵｵｵ 教職員教職員教職員教職員のののの多忙化解消多忙化解消多忙化解消多忙化解消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

((((2222)))) 平和学習平和学習平和学習平和学習についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今日今日今日今日までのまでのまでのまでの平和学習平和学習平和学習平和学習にににに対対対対するするするする評価評価評価評価とととと今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方、、、、課題課題課題課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。。。。

3333 健康推進行政健康推進行政健康推進行政健康推進行政についてについてについてについて
　　　　知事知事知事知事をををを本部長本部長本部長本部長とするとするとするとする部局横断部局横断部局横断部局横断、、、、官民一体官民一体官民一体官民一体となったとなったとなったとなった県民運動県民運動県民運動県民運動をををを展開展開展開展開しししし健康長寿日本一奪還健康長寿日本一奪還健康長寿日本一奪還健康長寿日本一奪還
にににに向向向向けてけてけてけて「「「「健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿おきなわおきなわおきなわおきなわ復活推進本部設立復活推進本部設立復活推進本部設立復活推進本部設立」」」」をををを評価評価評価評価しししし以下質問以下質問以下質問以下質問するするするする。。。。

((((1111)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みとどうみとどうみとどうみとどう違違違違うのかうのかうのかうのか、、、、今計画今計画今計画今計画のののの内容内容内容内容をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県民運動県民運動県民運動県民運動のののの主軸主軸主軸主軸をををを担担担担うううう主管部主管部主管部主管部はははは福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部であるがであるがであるがであるが、、、、そのそのそのその心臓部心臓部心臓部心臓部であるであるであるである体制体制体制体制はどのようはどのようはどのようはどのよう
にににに考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、分野分野分野分野とととと配置人数配置人数配置人数配置人数をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 健康健康健康健康づくりはづくりはづくりはづくりは地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした活動活動活動活動とととと担担担担うううう人材人材人材人材、、、、リリリリ－－－－ダーダーダーダーがががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのその認識認識認識認識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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) コザコザコザコザ児童相談所一時保護所児童相談所一時保護所児童相談所一時保護所児童相談所一時保護所についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 目的目的目的目的についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 現状現状現状現状についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 運営上運営上運営上運営上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

((((2222)))) 保育所保育所保育所保育所（（（（園園園園））））におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 保育士保育士保育士保育士のののの離職原因離職原因離職原因離職原因はははは、、、、待遇待遇待遇待遇にあることはにあることはにあることはにあることは周知周知周知周知されているされているされているされている。。。。処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善のためにはのためにはのためにはのためには国国国国のののの運運運運
営費営費営費営費をををを上上上上げてもらうげてもらうげてもらうげてもらう必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、解決解決解決解決のめどはのめどはのめどはのめどは立立立立っていないっていないっていないっていない。。。。児童福祉法児童福祉法児童福祉法児童福祉法のののの適応適応適応適応おくおくおくおく
れはれはれはれは本県特有本県特有本県特有本県特有のののの課題課題課題課題であるからであるからであるからであるから一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用することをすることをすることをすることを検討検討検討検討すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えるがどえるがどえるがどえるがど
うかうかうかうか。。。。

ｲｲｲｲ 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伴伴伴伴いいいい保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保とととと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のののの問題問題問題問題ははははセットセットセットセットであるであるであるである、、、、認識認識認識認識とととと取取取取
りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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)))) 病院病院病院病院をををを拠点拠点拠点拠点とするとするとするとする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが県立中部病院県立中部病院県立中部病院県立中部病院はははは検討対象検討対象検討対象検討対象となっているかとなっているかとなっているかとなっているか。。。。

((((2222)))) 所管所管所管所管にににに平和平和平和平和・・・・男女共同参画課男女共同参画課男女共同参画課男女共同参画課がががが担担担担っているようだがっているようだがっているようだがっているようだが福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部はどうかかわっているかはどうかかわっているかはどうかかわっているかはどうかかわっているか。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県はははは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被害被害被害被害もももも多多多多いいいい、、、、そのそのそのその対策対策対策対策もももも検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか。。。。
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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25252525年第年第年第年第6666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 17171717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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄（（（（琉球琉球琉球琉球））））はははは1879187918791879年年年年のののの琉球処分琉球処分琉球処分琉球処分によってによってによってによって日本日本日本日本のののの一部一部一部一部にににに繰繰繰繰りりりり込込込込まれたがまれたがまれたがまれたが、、、、そのそのそのその翌年翌年翌年翌年にはにはにはには
分割案分割案分割案分割案（（（（宮古宮古宮古宮古、、、、八重山等八重山等八重山等八重山等「「「「清清清清」」」」領領領領へへへへ））））がががが出出出出されされされされ、、、、またまたまたまた1952195219521952年年年年ののののサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ平和条約平和条約平和条約平和条約でででで
切切切切りりりり離離離離されたされたされたされた。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄（（（（琉球琉球琉球琉球））））とととと日本政府日本政府日本政府日本政府とのとのとのとの関係関係関係関係についてについてについてについて知事知事知事知事はどのようなはどのようなはどのようなはどのような認識認識認識認識をををを持持持持っていっていっていってい
るかるかるかるか。。。。

((((2222)))) 憲法憲法憲法憲法のののの改正改正改正改正がががが安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣でででで具体化具体化具体化具体化してきているしてきているしてきているしてきている。。。。自民党自民党自民党自民党のののの改正案改正案改正案改正案がががが基本基本基本基本になるとになるとになるとになると思思思思われるわれるわれるわれる
がががが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。。。。またまたまたまた憲法憲法憲法憲法のののの解釈変更解釈変更解釈変更解釈変更によってによってによってによって集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使のののの実現実現実現実現もももも打打打打ちちちち出出出出ささささ
れているれているれているれている。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 1996199619961996年年年年ののののＳＡＣＯＳＡＣＯＳＡＣＯＳＡＣＯ最終報告以来辺野古移設問題最終報告以来辺野古移設問題最終報告以来辺野古移設問題最終報告以来辺野古移設問題はははは山場山場山場山場をををを迎迎迎迎えているえているえているえている。。。。知事知事知事知事のののの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請
へのへのへのへの可否可否可否可否のののの時期時期時期時期とととと判断判断判断判断のののの基準基準基準基準はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた名護市長名護市長名護市長名護市長のののの意見提出意見提出意見提出意見提出はいつまでではいつまでではいつまでではいつまでで、、、、そのそのそのその意意意意
見見見見はははは知事意見知事意見知事意見知事意見にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映されるかされるかされるかされるか。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの予算要求予算要求予算要求予算要求にににに応応応応えることによってえることによってえることによってえることによって「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」がががが実現実現実現実現するとのするとのするとのするとの見方見方見方見方がががが政府等政府等政府等政府等にあにあにあにあ
るとるとるとると報報報報じられているがじられているがじられているがじられているが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 失業率失業率失業率失業率、、、、離婚率離婚率離婚率離婚率、、、、学力学力学力学力テストテストテストテストのののの結果結果結果結果、、、、長寿健康長寿健康長寿健康長寿健康ランクランクランクランクのののの低下低下低下低下、、、、県民所得県民所得県民所得県民所得などがなどがなどがなどが負負負負のののの部分部分部分部分
でででで連動連動連動連動しているのではないかというしているのではないかというしているのではないかというしているのではないかという指摘指摘指摘指摘があるがあるがあるがある。。。。これらこれらこれらこれら沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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知事知事知事知事のののの認識認識認識認識
をををを問問問問うううう。。。。

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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの追加配備追加配備追加配備追加配備がががが行行行行われわれわれわれ24242424機体制機体制機体制機体制がとられているがとられているがとられているがとられている。。。。県民県民県民県民のののの意向意向意向意向をををを完全完全完全完全にににに無視無視無視無視したしたしたした
ものであるものであるものであるものである。。。。知事知事知事知事としてのとしてのとしてのとして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。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事のののの主張主張主張主張するするするする県外県外県外県外へのへのへのへの「「「「普天間普天間普天間普天間」」」」移設移設移設移設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手順手順手順手順でででで進進進進めるかめるかめるかめるか。。。。

((((3333)))) 基地跡地利用基地跡地利用基地跡地利用基地跡地利用のののの効率化効率化効率化効率化をををを図図図図るためるためるためるため米軍遺棄物米軍遺棄物米軍遺棄物米軍遺棄物にににに関関関関するするするする恒常的調査機関恒常的調査機関恒常的調査機関恒常的調査機関をををを設置設置設置設置すべきとすべきとすべきとすべきと
思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((4444)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題のののの対米国対米国対米国対米国へのへのへのへの発信発信発信発信のののの仕方仕方仕方仕方についてについてについてについて

((((5555)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの合意違反合意違反合意違反合意違反のののの実態実態実態実態はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

3333 教育教育教育教育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)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテストのののの実施実施実施実施についてのについてのについてのについての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。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの現状現状現状現状についてのについてのについてのについての所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 全県的全県的全県的全県的なななな学校学校学校学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合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計画計画計画計画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。。。。

((((4444)))) 正規教員正規教員正規教員正規教員とととと臨任臨任臨任臨任のののの比率比率比率比率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 越来小学校越来小学校越来小学校越来小学校がががが２２２２年続年続年続年続けてけてけてけて与論島与論島与論島与論島へへへへ修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行をををを行行行行っているっているっているっている。。。。県境県境県境県境をををを越越越越えることやえることやえることやえることや沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと
歴史的歴史的歴史的歴史的なななな関係等関係等関係等関係等がががが学学学学べるなどべるなどべるなどべるなど、、、、極極極極めてめてめてめて好評好評好評好評であるであるであるである。。。。他校他校他校他校にもにもにもにも奨励奨励奨励奨励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。。。。

4444 観光政策観光政策観光政策観光政策についてについてについてについて

((((1111)))) 2013201320132013年年年年のののの第第第第１１１１・・・・四半期四半期四半期四半期のののの観光客観光客観光客観光客１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの消費額消費額消費額消費額はははは６６６６万万万万4295429542954295円円円円とととと公表公表公表公表されているされているされているされている。。。。このこのこのこの
ままだとままだとままだとままだと年間平均年間平均年間平均年間平均でもでもでもでも最低最低最低最低になるとになるとになるとになると予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも特特特特にににに土産土産土産土産、、、、買買買買いいいい物費物費物費物費がががが連続連続連続連続しししし
てててて下下下下がっているがっているがっているがっている。「。「。「。「観光土産観光土産観光土産観光土産のののの開発開発開発開発のためのためのためのため関係部局関係部局関係部局関係部局とととと民間民間民間民間でででで連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議をををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげる。」。」。」。」((((６６６６
月議会知事答弁月議会知事答弁月議会知事答弁月議会知事答弁））））としているがとしているがとしているがとしているが進進進進はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 滞在日数滞在日数滞在日数滞在日数をををを延延延延ばすためにばすためにばすためにばすために先島観光先島観光先島観光先島観光とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションをををを考考考考えるべきではないかえるべきではないかえるべきではないかえるべきではないか。。。。

5555 「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの継承等継承等継承等継承等についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの継承普及継承普及継承普及継承普及についてについてについてについて県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような施策施策施策施策をををを考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

((((2222)))) 沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島、、、、先島等先島等先島等先島等でででで使使使使われているわれているわれているわれている「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの語彙語彙語彙語彙はいかほどかはいかほどかはいかほどかはいかほどか。。。。
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((((3333)))) 抽象的概念抽象的概念抽象的概念抽象的概念などをなどをなどをなどを表現表現表現表現するするするする語彙語彙語彙語彙をふやすをふやすをふやすをふやす方法方法方法方法などについてはどうかなどについてはどうかなどについてはどうかなどについてはどうか。。。。

((((4444)))) 教育長教育長教育長教育長としてとしてとしてとして学校教材学校教材学校教材学校教材のののの過程過程過程過程でどのようにでどのようにでどのようにでどのように位置位置位置位置づけるかづけるかづけるかづけるか。。。。

6666 鉄道鉄道鉄道鉄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)))) 鉄道導入鉄道導入鉄道導入鉄道導入のののの必要性必要性必要性必要性とととと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についてについてについてについて

((((2222)))) 国国国国とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった調査等調査等調査等調査等をすべきとをすべきとをすべきとをすべき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)))) 工事着工工事着工工事着工工事着工までのまでのまでのまでの期間期間期間期間とととと解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題についてについてについてについて
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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6666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 17171717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)))) キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・コートニーコートニーコートニーコートニー内内内内、、、、高層住宅改修工事高層住宅改修工事高層住宅改修工事高層住宅改修工事ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト使用問題使用問題使用問題使用問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物としてとしてとしてとして処理処理処理処理されたされたされたされた石綿石綿石綿石綿はははは「「「「飛散性飛散性飛散性飛散性」「」「」「」「非飛散性非飛散性非飛散性非飛散性」」」」のどちらであったのかのどちらであったのかのどちらであったのかのどちらであったのか。。。。廃棄廃棄廃棄廃棄
されたされたされたされた石綿石綿石綿石綿のののの量量量量、、、、処理状況処理状況処理状況処理状況のののの適否適否適否適否、、、、石綿暴露石綿暴露石綿暴露石綿暴露のののの被害被害被害被害がががが疑疑疑疑われるわれるわれるわれる現場作業員現場作業員現場作業員現場作業員らのらのらのらの人数人数人数人数とととと
健康診断健康診断健康診断健康診断のののの実施実施実施実施、、、、就労証明書就労証明書就労証明書就労証明書のののの発行発行発行発行のののの有無等有無等有無等有無等とととと合合合合わせてわせてわせてわせて実態実態実態実態をををを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。。。。

((((2222)))) 嘉手納小学校嘉手納小学校嘉手納小学校嘉手納小学校へのへのへのへの米軍車両侵入事件米軍車両侵入事件米軍車両侵入事件米軍車両侵入事件についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる９９９９月月月月14141414日日日日、、、、嘉手納小学校嘉手納小学校嘉手納小学校嘉手納小学校にににに米軍米軍米軍米軍のののの大型車両大型車両大型車両大型車両がががが無断侵入無断侵入無断侵入無断侵入しししし、、、、備品備品備品備品のののの蛇口等蛇口等蛇口等蛇口等をををを破損破損破損破損
するするするする事件事件事件事件がががが起起起起きたきたきたきた。。。。

ｱｱｱｱ 被害実態被害実態被害実態被害実態とととと補償状況補償状況補償状況補償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)))) 外来機外来機外来機外来機のののの飛来状況飛来状況飛来状況飛来状況とととと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
　　　　普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場やややや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外来機外来機外来機外来機のののの飛来飛来飛来飛来がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない。。。。過去過去過去過去３３３３年年年年のののの両基地両基地両基地両基地へへへへ
のののの外来機外来機外来機外来機のののの飛来数飛来数飛来数飛来数、、、、滞在日数滞在日数滞在日数滞在日数、、、、訓練状況等訓練状況等訓練状況等訓練状況等のののの傾向傾向傾向傾向をををを示示示示したしたしたした上上上上でででで、、、、外来機外来機外来機外来機とととと騒音測定結騒音測定結騒音測定結騒音測定結
果果果果にににに因果関係因果関係因果関係因果関係はははは認認認認められるかめられるかめられるかめられる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。。。。

2222 県性暴力被害者県性暴力被害者県性暴力被害者県性暴力被害者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((((仮称仮称仮称仮称))))のののの検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて

((((1111)))) 検討会議検討会議検討会議検討会議のののの進進進進状況状況状況状況、、、、主主主主なななな論点論点論点論点、、、、課題課題課題課題などについてなどについてなどについてなど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。。。。

((((2222)))) 現段階現段階現段階現段階でででで、、、、県県県県のののの示示示示したしたしたした４４４４類型類型類型類型のうちのうちのうちのうち、、、、どのどのどのどの案案案案がががが有力有力有力有力かかかか。。。。

((((3333)))) スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールによるとによるとによるとによると、、、、10101010月予定月予定月予定月予定のののの第第第第５５５５回回回回をもってをもってをもってをもって検討事項検討事項検討事項検討事項をををを集約集約集約集約しししし、、、、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方方方方
向性向性向性向性をををを示示示示すとのことだがすとのことだがすとのことだがすとのことだが、、、、同同同同センターセンターセンターセンター設置実現設置実現設置実現設置実現のののの見通見通見通見通しはしはしはしは立立立立ちそうかちそうかちそうかちそうか。。。。設置時期設置時期設置時期設置時期のののの目標目標目標目標とととと
合合合合わせてわせてわせてわせ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。。。。

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)))) 公立学校公立学校公立学校公立学校のののの土曜授業土曜授業土曜授業土曜授業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はははは土曜授業土曜授業土曜授業土曜授業にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ公立小中高校公立小中高校公立小中高校公立小中高校などへのなどへのなどへのなどへの補助制度補助制度補助制度補助制度をををを新設新設新設新設するするするする方針方針方針方針をををを決決決決
めめめめ、、、、来年度予算来年度予算来年度予算来年度予算のののの概算要求概算要求概算要求概算要求にににに計計計計20202020億円億円億円億円をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ。。。。

ｱｱｱｱ 文科省方針文科省方針文科省方針文科省方針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めをけとめをけとめをけとめを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 同方針同方針同方針同方針をををを受受受受けてのけてのけてのけての県教委県教委県教委県教委やややや市町村教委市町村教委市町村教委市町村教委、、、、現場教員現場教員現場教員現場教員のののの反応反応反応反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。。。。またまたまたまた、、、、今後意今後意今後意今後意
見聴取見聴取見聴取見聴取するするするする考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか。。。。

4444 観光政策観光政策観光政策観光政策についてについてについてについて
　　　　外国人観光客満足度調査外国人観光客満足度調査外国人観光客満足度調査外国人観光客満足度調査によるとによるとによるとによると、、、、満足率満足率満足率満足率はははは空路空路空路空路、、、、クルーズクルーズクルーズクルーズ船入域客船入域客船入域客船入域客ともにともにともにともに「「「「おもてなしおもてなしおもてなしおもてなし」」」」
はははは高高高高いがいがいがいが「「「「外国語対応外国語対応外国語対応外国語対応」」」」がががが低低低低いいいい。。。。

((((1111)))) 沖縄特例通訳案内士育成等事業沖縄特例通訳案内士育成等事業沖縄特例通訳案内士育成等事業沖縄特例通訳案内士育成等事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本年度本年度本年度本年度からからからから事業事業事業事業がががが始始始始まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、平成平成平成平成33333333年度年度年度年度までのまでのまでのまでの通訳案内士育成目標数通訳案内士育成目標数通訳案内士育成目標数通訳案内士育成目標数とととと本年度本年度本年度本年度
のののの研修事前審査合格者数研修事前審査合格者数研修事前審査合格者数研修事前審査合格者数をををを言語別言語別言語別言語別にににに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。。。。

((((2222)))) カジノカジノカジノカジノをををを含含含含むむむむ統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾート（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）についてについてについてについて
　　　　昨年度開催昨年度開催昨年度開催昨年度開催のののの県主催県主催県主催県主催セミナーセミナーセミナーセミナーややややシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウムではではではでは、、、、参加者参加者参加者参加者からからからからカジノカジノカジノカジノ導入導入導入導入にににに向向向向けてけてけてけて賛賛賛賛
否両論否両論否両論否両論のののの声声声声がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。県県県県はははは導入導入導入導入のののの可否判断可否判断可否判断可否判断についてについてについてについて「「「「県民県民県民県民ののののコンセンサスコンセンサスコンセンサスコンセンサス（（（（合意合意合意合意
形成形成形成形成））））前提前提前提前提」」」」とするがとするがとするがとするが、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成のののの定義定義定義定義、、、、判断基準判断基準判断基準判断基準をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

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


