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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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 吉田吉田吉田吉田　　　　勝廣勝廣勝廣勝廣（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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 円安円安円安円安にににに伴伴伴伴うううう県経済県経済県経済県経済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて

((((1111)))) 県民生活県民生活県民生活県民生活、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業、、、、観光産業等観光産業等観光産業等観光産業等についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しについてもしについてもしについてもしについても、、、、円安傾向円安傾向円安傾向円安傾向がががが続続続続くとすればくとすればくとすればくとすれば、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対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)))) 自衛隊基地自衛隊基地自衛隊基地自衛隊基地についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 警戒航空隊第警戒航空隊第警戒航空隊第警戒航空隊第603603603603飛行隊飛行隊飛行隊飛行隊のののの装備装備装備装備とととと人員及人員及人員及人員及びびびび、、、、役割役割役割役割についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｲｲｲｲ 海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊とととと米軍米軍米軍米軍とのとのとのとの対潜水艦戦訓練対潜水艦戦訓練対潜水艦戦訓練対潜水艦戦訓練のののの内容内容内容内容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 ＰＡＣＰＡＣＰＡＣＰＡＣ３３３３のののの全国全国全国全国のののの配備状況配備状況配備状況配備状況とととと役割役割役割役割についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｴｴｴｴ 中距離中距離中距離中距離、、、、短距離地対空誘導弾短距離地対空誘導弾短距離地対空誘導弾短距離地対空誘導弾のののの全国全国全国全国のののの配備状況配備状況配備状況配備状況とととと役割役割役割役割についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｵｵｵｵ 那覇基地那覇基地那覇基地那覇基地のののの戦闘機部隊戦闘機部隊戦闘機部隊戦闘機部隊をををを１１１１個飛行隊個飛行隊個飛行隊個飛行隊のののの増強及増強及増強及増強及びびびび初動初動初動初動をををを担任担任担任担任するするするする警備部隊警備部隊警備部隊警備部隊のののの装備人装備人装備人装備人
員員員員、、、、役割役割役割役割についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｶｶｶｶ 空中給油訓練空中給油訓練空中給油訓練空中給油訓練とととと防空戦闘訓練防空戦闘訓練防空戦闘訓練防空戦闘訓練のののの内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｷｷｷｷ キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブ、、、、キャンプ・ハンセンキャンプ・ハンセンキャンプ・ハンセンキャンプ・ハンセン、、、、北部訓練場北部訓練場北部訓練場北部訓練場、、、、嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納、、、、普天間飛行場等普天間飛行場等普天間飛行場等普天間飛行場等におけるにおけるにおけるにおける
共同訓練共同訓練共同訓練共同訓練のののの推移推移推移推移とととと訓練内容等訓練内容等訓練内容等訓練内容等についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｸｸｸｸ ブルービーチブルービーチブルービーチブルービーチ、、、、宜野座村潟原等宜野座村潟原等宜野座村潟原等宜野座村潟原等へのへのへのへの共同訓練共同訓練共同訓練共同訓練がががが通告通告通告通告されているとのことだがされているとのことだがされているとのことだがされているとのことだが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容
についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｹｹｹｹ キャンプ・ハンセンのキャンプ・ハンセンのキャンプ・ハンセンのキャンプ・ハンセンの共同訓練共同訓練共同訓練共同訓練（（（（期間期間期間期間、、、、施設施設施設施設、、、、内容内容内容内容のののの公表公表公表公表））））についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｺｺｺｺ 共同使用共同使用共同使用共同使用のののの法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠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)))) 米軍米軍米軍米軍についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 強襲場陸艦等強襲場陸艦等強襲場陸艦等強襲場陸艦等がががが寄港寄港寄港寄港しししし、、、、沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海でででで演習演習演習演習をををを頻繁頻繁頻繁頻繁にににに行行行行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、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についについについについ
てててて説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの各各各各ＬＺＬＺＬＺＬＺにおけるにおけるにおけるにおける演習演習演習演習のののの回数等実態回数等実態回数等実態回数等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。。。。

ｳｳｳｳ ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの離陸基地離陸基地離陸基地離陸基地へのへのへのへの帰着時間帰着時間帰着時間帰着時間ののの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。。。。

ｴｴｴｴ ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイにオスプレイにオスプレイにオスプレイに所属所属所属所属するするするする兵員数兵員数兵員数兵員数とととと軍属数軍属数軍属数軍属数についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

3333 自然環境保護自然環境保護自然環境保護自然環境保護についてについてについてについて

((((1111)))) 赤土流出赤土流出赤土流出赤土流出のののの実態実態実態実態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説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) ママママンンンングログログログローブのーブのーブのーブの保全保全保全保全とととと育成育成育成育成についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 億首川億首川億首川億首川ののののママママンンンングログログログローブのーブのーブのーブの現現現現状状状状についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害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説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

4444 労働労働労働労働・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用のののの実態実態実態実態（（（（給与所給与所給与所給与所得得得得、、、、労働労働労働労働時間時間時間時間、、、、時給時給時給時給、、、、社社社社会保会保会保会保険険険険等等等等のののの有無有無有無有無などなどなどなど））））とととと対策対策対策対策についについについについ
てててて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの社社社社会問題会問題会問題会問題のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして指摘指摘指摘指摘されているのがされているのがされているのがされているのが、、、、早婚早婚早婚早婚・・・・貧困貧困貧困貧困・・・・離離離離婚婚婚婚問題問題問題問題とととと言言言言わわわわれているれているれているれている
がががが、、、、そのそのそのその背景背景背景背景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伺伺伺伺うううう。。。。
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((((3333)))) ほほほほくとくとくとくと会会会会へのへのへのへの改善指改善指改善指改善指導導導導のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) ほほほほくとくとくとくと会会会会によるによるによるによる不不不不動産動産動産動産のののの取得取得取得取得、、、、売買売買売買売買、、、、土土土土地地地地のののの賃貸賃貸賃貸賃貸についてについてについてについて、、、、把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。ままままたたたた、、、、これこれこれこれらららら
はははは適正適正適正適正なななな手続手続手続手続がなされているかがなされているかがなされているかがなされているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 「Ｔ「Ｔ「Ｔ「ＴＡＡＡＡＴＴＯＯ」ＴＴＯＯ」ＴＴＯＯ」ＴＴＯＯ」のののの実態実態実態実態とととと「「「「入入入入れれれれ墨墨墨墨」」」」のののの彫彫彫彫りりり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 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質問表質問表質問表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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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 私私私私はははは、、、、去去去去るるるる７７７７月月月月22229999日日日日、、、、上原上原上原上原章議章議章議章議員員員員とととと鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県をををを視察視察視察視察しししし、、、、鳥取鳥取鳥取鳥取県手県手県手県手話言語条例話言語条例話言語条例話言語条例のののの制定制定制定制定とととと県県県県のののの取取取取りりりり
組組組組みみみみについてについてについてについて勉勉勉勉強強強強してしてしてしてきまきまきまきましたしたしたした。。。。鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県でででではははは、、、、2002002002008888年年年年12121212月月月月、、、、鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県将来将来将来将来ビビビビジョジョジョジョンでンでンでンで、、、、「「「「手手手手話話話話がががが
コミコミコミコミュュュュニケニケニケニケーシーシーシーショョョョンンンン手手手手段段段段としてだけでとしてだけでとしてだけでとしてだけでははははなくなくなくなく、、、、言語言語言語言語としてとしてとしてとして一一一一つのつのつのつの文化文化文化文化をををを形成形成形成形成しているしているしているしている…………」」」」とととと位位位位置置置置
づづづづけけけけまままましたしたしたした。。。。2002002002009999年年年年、、、、「「「「障障障障がいをがいをがいをがいを知知知知りりりり、、、、共共共共にににに生生生生ききききるるるる」」」」ああああいいいいサポサポサポサポーーーートトトト運運運運動動動動をスをスをスをスタタタターーーートトトト。。。。2012201220122012年年年年６６６６月月月月県県県県
議議議議会会会会かかかからららら本本本本会会会会議議議議生中生中生中生中継継継継でででで手手手手話話話話通通通通訳訳訳訳をををを実施実施実施実施。。。。2013201320132013年年年年１１１１月月月月、、、、全全全全日本日本日本日本ろろろろううううああああ連盟連盟連盟連盟等等等等がががが平井平井平井平井知事知事知事知事をををを
訪訪訪訪問問問問しししし、、、、手手手手話言語条例話言語条例話言語条例話言語条例（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの制定制定制定制定をををを要要要要望望望望。。。。４４４４月月月月ににににはははは日本財団日本財団日本財団日本財団がががが知事知事知事知事にににに手手手手話言語条例話言語条例話言語条例話言語条例（（（（仮仮仮仮
称称称称））））のののの検討検討検討検討にににに向向向向けたけたけたけた全全全全面面面面的的的的協力協力協力協力をををを表明表明表明表明。。。。これこれこれこれららららをををを受受受受けてけてけてけて、、、、知事知事知事知事がががが手手手手話言語条例話言語条例話言語条例話言語条例のののの検討検討検討検討をををを表表表表
明明明明しししし、、、、早速早速早速早速第第第第１１１１回回回回鳥取鳥取鳥取鳥取県手県手県手県手話条例話条例話条例話条例（（（（仮称仮称仮称仮称））））研究研究研究研究会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、第第第第２２２２回回回回、、、、３３３３回回回回、、、、４４４４回回回回とととと研究研究研究研究会会会会でででで
のののの報報報報告告告告ををををままままとめとめとめとめ、、、、パパパパブブブブリックコメリックコメリックコメリックコメンンンントトトト、、、、県県県県政参画電子政参画電子政参画電子政参画電子アアアアンンンンケケケケーーーートトトト、、、、県民向県民向県民向県民向けけけけ説明会説明会説明会説明会をををを経経経経てててて、、、、
2013201320132013年年年年（（（（平成平成平成平成22225555年年年年））））９９９９月定例月定例月定例月定例県県県県議議議議会会会会でででで「「「「手手手手話言語条例案話言語条例案話言語条例案話言語条例案」」」」がががが全会全会全会全会一致一致一致一致でででで可決成立可決成立可決成立可決成立しししし、、、、10101010月月月月
11111111日日日日施行施行施行施行となっておとなっておとなっておとなっておりまりまりまりますとのすとのすとのすとの説明説明説明説明ででででござござござございいいいまままましたしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの障害障害障害障害者者者者へのへのへのへの思思思思いといといといと決断決断決断決断がががが関係者関係者関係者関係者
やややや多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民のののの理解理解理解理解とととと協力協力協力協力をををを得得得得てててて、、、、県県県県議議議議会会会会でででで全会全会全会全会一致可決一致可決一致可決一致可決されたものとされたものとされたものとされたものと思思思思いいいいまままますすすす。。。。鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県のののの
取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、条例制定条例制定条例制定条例制定ままままでにででにででにででにでききききることかることかることかることからららら実施実施実施実施していくとのしていくとのしていくとのしていくとの手法手法手法手法でででで、、、、そのそのそのその実実実実績績績績がががが「「「「手手手手話言語話言語話言語話言語
条例条例条例条例」」」」のののの制定制定制定制定にににに至至至至ったともったともったともったとも言言言言ええええまままますすすす。。。。以下以下以下以下質問質問質問質問ししししまままますすすす。。。。

((((1111)))) 手手手手話言語条例制定話言語条例制定話言語条例制定話言語条例制定にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) 「「「「手手手手話話話話ががががコミコミコミコミュュュュニケニケニケニケーシーシーシーショョョョンンンン手手手手段段段段としてだけでとしてだけでとしてだけでとしてだけでははははなくなくなくなく、、、、言葉言葉言葉言葉としてとしてとしてとして一一一一つのつのつのつの文化文化文化文化をををを形成形成形成形成していしていしていしてい
るるるる」」」」とのとのとのとの位位位位置置置置づづづづけにけにけにけに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) 本本本本県県県県議議議議会会会会はははは、、、、去去去去るるるる６６６６月議月議月議月議会会会会でででで「「「「手手手手話言語話言語話言語話言語法法法法制定制定制定制定をををを求求求求めるめるめるめる意意意意見見見見書書書書」」」」をををを採択採択採択採択いたしいたしいたしいたしまままましたがしたがしたがしたが、、、、
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いいいいまままますすすす。。。。

((((4444)))) 本本本本県県県県議議議議会会会会のののの本本本本会会会会議議議議はははは生中生中生中生中継継継継ですがですがですがですが、、、、手手手手話話話話通通通通訳訳訳訳のののの実施実施実施実施をををを提案提案提案提案しししし、、、、県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((5555)))) 手手手手話話話話通通通通訳訳訳訳者者者者のののの育成育成育成育成、、、、スキルスキルスキルスキルアッアッアッアップにプにプにプに県県県県ははははどうかかどうかかどうかかどうかかわわわわっているかっているかっているかっているか。。。。ままままたたたた、、、、本本本本県県県県のののの手手手手話話話話通通通通訳訳訳訳者者者者
はははは何何何何人人人人でででで、、、、給与等給与等給与等給与等のののの状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((6666)))) 鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県かかかかららららススススタタタターーーートトトトしたしたしたした「「「「障障障障がいをがいをがいをがいを知知知知りりりり、、、、共共共共にににに生生生生ききききるるるる」」」」ああああいいいいサポサポサポサポーーーートトトト運運運運動動動動はははは、、、、島島島島根県根県根県根県、、、、埼玉埼玉埼玉埼玉
県県県県、、、、奈良奈良奈良奈良県県県県へとへとへとへと広広広広ががががりりりり、、、、ああああいいいいサポサポサポサポーーーータタタターーーー数数数数21212121万万万万5555222299996666人人人人、、、、ああああいいいいサポサポサポサポーーーートトトト企業企業企業企業、、、、団体認定団体認定団体認定団体認定数数数数
777759595959企業企業企業企業団体団体団体団体、、、、ああああいいいいサポサポサポサポーーーータタタターーーー研修研修研修研修実施回数実施回数実施回数実施回数1722172217221722回回回回とととと広広広広ががががりりりりをををを見見見見せせせせているているているている。。。。このこのこのこのああああいいいいササササ
ポポポポーーーートトトト運運運運動動動動へのへのへのへの参加参加参加参加をををを提案提案提案提案しししし、、、、県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 新新新新県県県県立図書館建立図書館建立図書館建立図書館建設設設設についてについてについてについて
　　　　新新新新県県県県立図書館建立図書館建立図書館建立図書館建設設設設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ままますすすす。。。。「「「「那覇那覇那覇那覇ババババススススタタタターーーーミナミナミナミナルルルル地地地地区区区区」」」」複合複合複合複合施設施設施設施設へのへのへのへの移移移移転転転転にににに賛賛賛賛
成成成成ですですですです。。。。要要要要はははは、、、、このこのこのこの立立立立地地地地条件条件条件条件をををを最大限最大限最大限最大限にににに生生生生かしたかしたかしたかした構想構想構想構想をををを描描描描いていただいていただいていただいていただききききたいたいたいたい。。。。私私私私はははは、、、、去去去去るるるる５５５５
月月月月22225555日日日日、、、、佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県のののの「「「「武雄市図書館武雄市図書館武雄市図書館武雄市図書館」」」」をををを視察視察視察視察してしてしてしてきまきまきまきましたしたしたした。。。。人人人人口口口口５５５５万万万万人人人人ののののまちまちまちまちにににに、、、、年年年年間間間間100100100100万万万万人人人人
のののの来館来館来館来館ががががああああるとのことでるとのことでるとのことでるとのことで、、、、楽楽楽楽ししししみみみみにしながにしながにしながにしながらららら行行行行きまきまきまきましたしたしたした。。。。ＴＵＳＴＴＵＳＴＴＵＳＴＴＵＳＴＡＡＡＡＹＹＹＹＡＡＡＡをををを運営運営運営運営するするするするＣＣＣ（ＣＣＣ（ＣＣＣ（ＣＣＣ（カカカカルルルル
チュチュチュチュアアアア・・・・ココココンビンビンビンビニエニエニエニエンス・ンス・ンス・ンス・クラクラクラクラブブブブ株式株式株式株式会会会会社社社社））））をををを指定管理指定管理指定管理指定管理者者者者としとしとしとし、、、、そのそのそのその特徴特徴特徴特徴はははは図書館図書館図書館図書館とととと書店書店書店書店をををを融合融合融合融合
ささささせせせせてててて、、、、閉館閉館閉館閉館時間時間時間時間のののの延延延延長長長長ははははももももちろんちろんちろんちろん、、、、ススススタタタターーーーバックバックバックバックススススままままでででで出店出店出店出店しているしているしているしている。。。。人人人人がががが集集集集ままままるるるる仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、
読書読書読書読書空間空間空間空間のすばのすばのすばのすばららららしさしさしさしさ、、、、ささささまざままざままざままざまなななな施設施設施設施設やややや仕組仕組仕組仕組みみみみがががが演演演演出出出出されされされされ、、、、従来従来従来従来のののの図書館図書館図書館図書館のののの既成概念既成概念既成概念既成概念をををを
打打打打ちちちち破破破破ったったったった図書館図書館図書館図書館ですですですです。。。。新新新新県県県県立図書館立図書館立図書館立図書館もももも既成概念既成概念既成概念既成概念にとにとにとにとらわらわらわらわれないれないれないれない図書館図書館図書館図書館をををを期期期期待待待待しししし、、、、新新新新県県県県立立立立
図書館図書館図書館図書館のののの構想構想構想構想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ままますすすす。。。。

3333 医療医療医療医療・・・・教育教育教育教育行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 軽度外傷性脳軽度外傷性脳軽度外傷性脳軽度外傷性脳損損損損傷傷傷傷（Ｍ（Ｍ（Ｍ（ＭＴＴＴＴＢＩＢＩＢＩＢＩ））））についてについてについてについて
交交交交通事通事通事通事故故故故ややややススススポポポポーーーーツツツツ外傷外傷外傷外傷などによなどによなどによなどによりりりり頭頭頭頭部部部部がががが激激激激しくしくしくしく揺揺揺揺ささささぶぶぶぶらららられれれれ、、、、脳脳脳脳のののの神神神神経経経経線維線維線維線維がががが損損損損傷傷傷傷してしてしてして発発発発
症症症症するするするする軽度外傷性脳軽度外傷性脳軽度外傷性脳軽度外傷性脳損損損損傷傷傷傷（Ｍ（Ｍ（Ｍ（ＭＴＴＴＴＢＩＢＩＢＩＢＩ））））はははは、、、、世界世界世界世界保保保保健健健健機機機機構構構構（（（（ＷＨＷＨＷＨＷＨＯＯＯＯ））））がががが静静静静かなるかなるかなるかなる流流流流行行行行病病病病とととと警告警告警告警告しししし
たことでたことでたことでたことで大大大大ききききくくくく注目注目注目注目されていされていされていされていまままますすすす。。。。日本日本日本日本でででではまはまはまはまだだだだ聞聞聞聞ききききなれないなれないなれないなれない疾病疾病疾病疾病ですがですがですがですが、、、、2007200720072007年年年年ののののＷＨＷＨＷＨＷＨ
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ＯＯＯＯ報報報報告告告告によるとによるとによるとによると、、、、年年年年間間間間1000100010001000万万万万人人人人のののの外傷性脳外傷性脳外傷性脳外傷性脳損損損損傷傷傷傷患患患患者者者者がががが発発発発生生生生しているとしているとしているとしていると推推推推測測測測されされされされ、、、、このうこのうこのうこのうちちちち
９９９９割割割割ががががＭＭＭＭＴＴＴＴＢＩＢＩＢＩＢＩとととと言言言言わわわわれていれていれていれていまままますすすす。。。。日本日本日本日本でででではまはまはまはまだだだだ診診診診断断断断基基基基準準準準がないのでがないのでがないのでがないので、、、、国内国内国内国内のののの患患患患者数者数者数者数をををを正正正正
確確確確にににに把握把握把握把握ででででききききておておておておりませんりませんりませんりませんがががが、、、、ＷＨＷＨＷＨＷＨＯＯＯＯのののの報報報報告告告告かかかからららら累計患累計患累計患累計患者数者数者数者数をををを推推推推測測測測するとするとするとすると、、、、実実実実際際際際ににににはははは過過過過去去去去
20202020年年年年間間間間だけでもだけでもだけでもだけでも数数数数十十十十万万万万人人人人いるといるといるといると言言言言わわわわれていれていれていれていまままますすすす。。。。厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省はははは、、、、患患患患者者者者救救救救済済済済にににに必必必必要要要要なななな診診診診断断断断
ガガガガイイイイドドドドララララインインインイン作作作作成成成成のためのためのためのため、、、、ことしことしことしことし６６６６月月月月かかかからららら専門家専門家専門家専門家をををを交交交交えたえたえたえた検討検討検討検討をををを開始開始開始開始しているとしているとしているとしていると伺伺伺伺っていっていっていっていまままま
すすすす。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｱｱｱｱ 軽度外傷性脳軽度外傷性脳軽度外傷性脳軽度外傷性脳損損損損傷傷傷傷（Ｍ（Ｍ（Ｍ（ＭＴＴＴＴＢＩＢＩＢＩＢＩ））））についてについてについてについて、、、、県県県県のののの認認認認識識識識とととと県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける患患患患者者者者のののの状況状況状況状況やややや専門専門専門専門医医医医
のののの体制体制体制体制等等等等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ままますすすす。。。。

ｲｲｲｲ ススススポポポポーーーーツツツツ外傷外傷外傷外傷等等等等によってもによってもによってもによっても起起起起こるこるこるこる病気病気病気病気でもでもでもでもありありありあり、、、、県県県県教育教育教育教育長長長長やややや学校学校学校学校現現現現場等場等場等場等のののの認認認認識識識識についてについてについてについて
もももも伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｳｳｳｳ 厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省もももも対策対策対策対策にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでおでおでおでおりりりり、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても情情情情報報報報収収収収集集集集やややや連連連連携携携携がががが必必必必要要要要ででででははははないかとないかとないかとないかと考考考考
ええええまままますがすがすがすが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

4444 福祉福祉福祉福祉行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 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支援学校別支援学校別支援学校別支援学校のののの設設設設置置置置についてについてについてについて
　那覇　那覇　那覇　那覇市市市市にににに特特特特別支援学校別支援学校別支援学校別支援学校がないためがないためがないためがないため、、、、市外市外市外市外のののの特特特特別支援学校別支援学校別支援学校別支援学校へへへへ通通通通っているっているっているっている保護者保護者保護者保護者やややや関係関係関係関係
者者者者かかかからはらはらはらは、、、、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支援学校別支援学校別支援学校別支援学校のののの設設設設置置置置をををを望望望望んんんんでいるとでいるとでいるとでいると聞聞聞聞いておいておいておいておりりりり、、、、質問質問質問質問いたしいたしいたしいたしまままますすすす。。。。

ｱｱｱｱ 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支援学校別支援学校別支援学校別支援学校のののの設設設設置置置置計計計計画画画画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ままますすすす。。。。

ｲｲｲｲ 市外市外市外市外へのへのへのへの通通通通学学学学生生生生ののの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御御御御説明願説明願説明願説明願いいいいまままますすすす。。。。

5555 教育文化教育文化教育文化教育文化行行行行政政政政についてについてについてについて
　　　　御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの復元復元復元復元へへへへ向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((1111)))) 御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの復元復元復元復元についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後のののの流流流流れとしてれとしてれとしてれとして、、、、国国国国のののの文化財文化財文化財文化財登録登録登録登録→→→→国国国国のののの文化財指定文化財指定文化財指定文化財指定→→→→
都都都都市市市市公公公公園整園整園整園整備備備備としてのとしてのとしてのとしての事業事業事業事業認可認可認可認可→→→→首首首首里城里城里城里城とととと一体化一体化一体化一体化したしたしたした「「「「世界遺世界遺世界遺世界遺産産産産登録登録登録登録」」」」へとへとへとへと進進進進めることがめることがめることがめることが
想定想定想定想定されされされされまままますがすがすがすが、、、、「「「「国国国国のののの文化財文化財文化財文化財登録登録登録登録」」」」にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市長長長長のののの「「「「意意意意見見見見具申具申具申具申」」」」とととと「「「「測量測量測量測量図図図図」」」」がががが必必必必
要要要要だとだとだとだと聞聞聞聞いておいておいておいておりまりまりまりますすすす。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｱｱｱｱ これこれこれこれららららのののの事業推事業推事業推事業推進進進進のののの中中中中でででで、、、、県県県県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現現現現状状状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みみみをををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｲｲｲｲ ワーキンワーキンワーキンワーキンググググググググループのループのループのループの取取取取りりりり組組組組みみみみについてもについてもについてもについても、、、、現現現現状状状状とととと今後今後今後今後のののの展展展展望望望望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ままますすすす。。。。

((((2222)))) 御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元のののの課課課課題題題題のののの一一一一つにつにつにつに、、、、御茶屋御殿跡御茶屋御殿跡御茶屋御殿跡御茶屋御殿跡地地地地にににに現現現現存存存存するするするする首首首首里里里里カトリックカトリックカトリックカトリック教教教教会及会及会及会及びびびび幼幼幼幼
稚園稚園稚園稚園のののの移移移移転転転転問題問題問題問題ががががありまありまありまありますすすす。。。。教教教教会会会会側側側側はははは、、、、首首首首里里里里地地地地域域域域へのへのへのへの移移移移転転転転をををを希希希希望望望望しておしておしておしておりりりり、、、、代代代代替替替替施設施設施設施設のののの
確確確確保保保保はははは大大大大変重変重変重変重要要要要ででででありまありまありまありますすすす。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、旧芸旧芸旧芸旧芸大大大大跡跡跡跡地地地地のののの提提提提供供供供はははは可可可可能能能能かどうかかどうかかどうかかどうか伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

6666 土土土土木木木木行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 去年去年去年去年のののの９９９９月定例月定例月定例月定例会会会会でででで、、、、真真真真嘉嘉嘉嘉比遊比遊比遊比遊水地水地水地水地のののの機機機機能能能能改善改善改善改善のののの質問質問質問質問にににに対対対対しししし、、、、當銘當銘當銘當銘土建土建土建土建部長部長部長部長はははは「「「「比較比較比較比較的的的的
小小小小規規規規模模模模なななな降雨降雨降雨降雨でもでもでもでも遊遊遊遊水地水地水地水地がががが機機機機能能能能ししししややややすくなるようすくなるようすくなるようすくなるよう、、、、暫暫暫暫定定定定的的的的なななな運運運運用用用用をををを検討検討検討検討しているしているしているしている」」」」とのとのとのとの答答答答
弁弁弁弁でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、そのそのそのその後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと結果結果結果結果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ままますすすす。。。。

((((2222)))) 真真真真嘉嘉嘉嘉比遊比遊比遊比遊水地水地水地水地周辺周辺周辺周辺をををを桜桜桜桜のののの名所名所名所名所にしたいとのにしたいとのにしたいとのにしたいとの地地地地域住域住域住域住民民民民のののの声声声声をもとにをもとにをもとにをもとに質問質問質問質問いたしいたしいたしいたしまままましたしたしたした。。。。川川川川
上上上上副副副副知事知事知事知事はははは、、、、１１１１、、、、河河河河川区川区川区川区域域域域内内内内にににに植樹植樹植樹植樹をををを行行行行うううう場場場場合合合合ににににはははは、、、、河河河河川川川川法法法法のののの許許許許可可可可をををを受受受受けるけるけるける必必必必要要要要ががががああああるるるる、、、、
２２２２、、、、植樹植樹植樹植樹のののの許許許許可可可可申請申請申請申請ががががああああったったったった場場場場合合合合はははは、、、、河河河河川管理川管理川管理川管理上上上上のののの支支支支障障障障等等等等をををを検討検討検討検討しししし適適適適切切切切にににに対対対対応応応応とととと答弁答弁答弁答弁。。。。
そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｱｱｱｱ 河河河河川川川川法法法法のののの許許許許可可可可がががが得得得得らららられるようれるようれるようれるよう、、、、県県県県がががが基基基基本本本本計計計計画画画画をつくをつくをつくをつくりりりり、、、、地地地地域住域住域住域住民民民民のののの意意意意向向向向もももも踏踏踏踏ままままえてえてえてえて共同共同共同共同
でででで進進進進めめめめらららられないかれないかれないかれないか伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｲｲｲｲ 去去去去るるるる３３３３月月月月31313131日日日日、、、、野原嘉野原嘉野原嘉野原嘉孝孝孝孝那覇那覇那覇那覇市議市議市議市議とととと愛媛愛媛愛媛愛媛県県県県松山松山松山松山市市市市ののののＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯ法人法人法人法人日本日本日本日本さくさくさくさくらららら交交交交流協議流協議流協議流協議会会会会をををを
視察視察視察視察しししし、、、、意意意意見見見見交換交換交換交換をしてをしてをしてをしてままままいいいいりまりまりまりましたしたしたした。。。。このこのこのこの協協協協会会会会はははは設設設設立立立立目目目目的的的的にににに、、、、「「「「戦戦戦戦争争争争ややややテテテテロロロロのないのないのないのない平平平平和和和和
なななな社社社社会会会会をををを願願願願いいいい、、、、日本日本日本日本国内及国内及国内及国内及びびびび世界世界世界世界各国各国各国各国にににに桜桜桜桜等等等等のののの苗木苗木苗木苗木をををを贈贈贈贈るるるる事業事業事業事業やややや植樹植樹植樹植樹事業事業事業事業をををを行行行行うことうことうことうこと
によってによってによってによって公公公公益益益益にににに寄与寄与寄与寄与するするするする事事事事をををを目目目目的的的的とするとするとするとする。。。。」」」」としてとしてとしてとして、、、、桜桜桜桜のののの普及普及普及普及拡拡拡拡大大大大にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいまままますすすす。。。。
懇談懇談懇談懇談のののの折折折折、、、、シュシュシュシュガガガガーーーーロロロローーーーフフフフ、、、、真真真真嘉嘉嘉嘉比遊比遊比遊比遊水地水地水地水地のののの桜桜桜桜のののの植樹植樹植樹植樹にににに対対対対しししし前前前前向向向向ききききなななな話話話話をいただをいただをいただをいただきまきまきまきましししし
たたたた。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、県県県県、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市、、、、自自自自治治治治会等会等会等会等でワーキンでワーキンでワーキンでワーキンググググググググループをループをループをループを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、真真真真嘉嘉嘉嘉比遊比遊比遊比遊水水水水
地地地地をををを「「「「桜桜桜桜のののの名所名所名所名所」」」」にするにするにするにする事業事業事業事業のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを提案提案提案提案しししし、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｳｳｳｳ 日本日本日本日本さくさくさくさくらららら交交交交流協流協流協流協会会会会はははは「「「「天天天天城吉城吉城吉城吉野野野野」」」」にににに「「「「台湾緋桜台湾緋桜台湾緋桜台湾緋桜」」」」とととと交交交交配配配配しししし、、、、「「「「陽陽陽陽光光光光」」」」というというというという新新新新種種種種をををを開発開発開発開発してしてしてして
おおおおりりりり、、、、環境環境環境環境にににに順順順順応応応応ししししややややすいとすいとすいとすいと聞聞聞聞きききき、、、、松山松山松山松山ままままでででで出出出出向向向向いていていていて見見見見ててててままままいいいいりまりまりまりましたしたしたした。。。。同同同同協協協協会会会会よよよよりりりり苗木苗木苗木苗木
のののの提提提提供供供供もももも可可可可能能能能かとかとかとかと思思思思いいいいまままますすすす。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、「「「「陽陽陽陽光光光光」」」」桜桜桜桜のののの名所名所名所名所づづづづくくくくりりりりをををを視視視視野野野野にににに入入入入れたれたれたれた取取取取りりりり組組組組
みみみみがでがでがでができきききないものかないものかないものかないものか伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

7777 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質問表質問表質問表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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 仲仲仲仲井井井井眞眞眞眞知事知事知事知事２２２２期期期期目目目目のののの総括総括総括総括についてについてについてについて

((((1111)))) 実実実実績績績績とととと課課課課題題題題

2222 11111111月月月月16161616日日日日のののの県知事県知事県知事県知事選挙選挙選挙選挙についてについてについてについて

((((1111)))) 意意意意義義義義

((((2222)))) 争点争点争点争点

((((3333)))) 政政政政策策策策

3333 国国国国政政政政とととと県県県県政政政政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

((((1111)))) 信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係継継継継続続続続ののののメリットメリットメリットメリット

((((2222)))) 対対対対立立立立・・・・対対対対決決決決ののののメリットメリットメリットメリット

((((3333)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題解決解決解決解決とととと沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響

4444 新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道のののの事実事実事実事実確確確確認認認認についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「辺辺辺辺野野野野古漁古漁古漁古漁港港港港埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて契約契約契約契約　　　　防衛防衛防衛防衛局局局局、、、、使用使用使用使用許許許許可可可可なくなくなくなく」」」」（（（（８８８８月月月月８８８８日日日日））））のののの見見見見出出出出しのしのしのしの報報報報道道道道。。。。

((((2222)))) 「「「「県県県県はははは防衛防衛防衛防衛局局局局のののの出出出出先先先先機関機関機関機関かかかか」」」」（（（（９９９９月月月月５５５５日社日社日社日社説説説説））））のののの見見見見出出出出しのしのしのしの報報報報道道道道。。。。

5555 琉球琉球琉球琉球人人人人のののの差別差別差別差別問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 琉球琉球琉球琉球人人人人のののの定定定定義義義義

((((2222)))) 誰誰誰誰がががが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように差別差別差別差別しているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの意意意意識識識識をををを無視無視無視無視したしたしたした行行行行為為為為ででででははははないかないかないかないか。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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

4444 17171717分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) ９９９９月月月月４４４４日日日日午午午午後後後後５５５５時時時時11115555分分分分ごろごろごろごろ、、、、米海兵隊第米海兵隊第米海兵隊第米海兵隊第31313131海兵海兵海兵海兵遠征遠征遠征遠征部隊所属部隊所属部隊所属部隊所属ののののＡＶＡＶＡＶＡＶ８８８８ＢＢＢＢハハハハリアリアリアリアーーーー攻撃攻撃攻撃攻撃機機機機
がががが、、、、緊急緊急緊急緊急着陸後着陸後着陸後着陸後にににに機機機機体体体体かかかからららら出出出出火火火火するするするする事事事事故故故故がががが発発発発生生生生したしたしたした。。。。今回今回今回今回のののの緊急緊急緊急緊急着陸後着陸後着陸後着陸後のののの出出出出火火火火はははは、、、、機機機機体体体体
のののの爆発炎爆発炎爆発炎爆発炎上上上上につながるにつながるにつながるにつながる大大大大惨惨惨惨事事事事をををを引引引引きききき起起起起こすおそれがこすおそれがこすおそれがこすおそれがああああるるるる事事事事故故故故ででででああああるるるる。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにつにつにつにつ
いていていていて

((((2222)))) 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「「「「５５５５年以年以年以年以内内内内運運運運用用用用停止停止停止停止」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「５５５５年以年以年以年以内内内内運運運運用用用用停止停止停止停止」」」」実実実実現現現現のののの見通見通見通見通ししししははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ 政政政政府府府府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、、、、手手手手応応応応えについてえについてえについてえについてははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((3333)))) 地位地位地位地位協定協定協定協定のののの環境環境環境環境補足補足補足補足協定協定協定協定についてについてについてについて

((((4444)))) 住宅住宅住宅住宅防防防防音工音工音工音工事事事事についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 騒音騒音騒音騒音被害被害被害被害ののののああああるるるる法法法法律律律律でででで定定定定めめめめらららられたれたれたれた77775555ＷＷＷＷ以以以以上上上上のののの全全全全てのてのてのての地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける告告告告示示示示（（（（昭和昭和昭和昭和58585858年年年年３３３３月月月月
10101010日日日日嘉手納飛行場嘉手納飛行場嘉手納飛行場嘉手納飛行場周辺周辺周辺周辺・・・・昭和昭和昭和昭和58585858年年年年９９９９月月月月10101010日日日日普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場周辺周辺周辺周辺））））のののの設設設設定定定定をををを平成平成平成平成26262626年年年年３３３３月月月月
にににに引引引引きききき上上上上げげげげるようるようるようるよう政政政政府府府府にににに要要要要請請請請すすすすべべべべききききででででははははないかないかないかないか。。。。

ｲｲｲｲ 88880000ＷＷＷＷ・・・・77775555ＷＷＷＷ地地地地区区区区におけるにおけるにおけるにおける全全全全室室室室防防防防音音音音（（（（初初初初めてめてめてめて住宅住宅住宅住宅防防防防音工音工音工音工事事事事をををを行行行行うううう鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋ココココンンンンクリクリクリクリーーーートトトト造造造造のののの集集集集
合合合合住宅住宅住宅住宅以外以外以外以外のののの住宅住宅住宅住宅をををを外外外外郭郭郭郭防防防防音工音工音工音工事事事事））））のののの対対対対象象象象になるようになるようになるようになるよう政政政政府府府府にににに要要要要請請請請すすすすべべべべききききででででははははないかないかないかないか。。。。

2222 仲仲仲仲井井井井眞眞眞眞知事知事知事知事のののの２２２２期期期期８８８８年年年年間間間間のののの実実実実績績績績とととと成成成成果果果果についてについてについてについて

((((1111)))) 仲仲仲仲井井井井眞眞眞眞知事知事知事知事のののの行行行行財政改財政改財政改財政改革革革革のののの主主主主なななな実実実実績績績績及及及及びびびび成成成成果果果果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

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興のののの実実実実績績績績及及及及びびびび成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの展展展展望望望望についてについてについてについて

3333 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度台風台風台風台風８８８８号号号号被害被害被害被害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26262626年度年度年度年度台風台風台風台風８８８８号号号号のののの被害被害被害被害状況状況状況状況・・・・被害被害被害被害総額総額総額総額についてについてについてについて

((((2222)))) 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度台風台風台風台風８８８８号号号号によるによるによるによる最最最最もももも被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた農林農林農林農林水産業水産業水産業水産業のののの状況状況状況状況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

((((3333)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納町町町町でででではははは同同同同町町町町をををを流流流流れるれるれるれる比謝比謝比謝比謝川川川川がががが氾濫氾濫氾濫氾濫したしたしたした影響影響影響影響でででで、、、、町町町町内内内内にににに通通通通じじじじるるるる国国国国道道道道58585858号号号号とととと県県県県道道道道
77774444号線号線号線号線がががが冠冠冠冠水水水水しししし、、、、全全全全面面面面通行通行通行通行どめになったどめになったどめになったどめになった。。。。一一一一時時時時、、、、町町町町内内内内へへへへ車両車両車両車両でのでのでのでの出入出入出入出入りりりりがでがでがでができきききないないないない状態状態状態状態
になになになになりりりり孤孤孤孤立立立立してししてししてししてしままままったがったがったがったが、、、、今後今後今後今後のののの比謝比謝比謝比謝川川川川氾濫氾濫氾濫氾濫・・・・国国国国道道道道・・・・県県県県道道道道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)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納漁漁漁漁港港港港でででではははは船船船船のののの転転転転覆覆覆覆・・・・河河河河川川川川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫によによによによりりりり漁漁漁漁港近港近港近港近くのくのくのくの住居住居住居住居地地地地域域域域がががが陥没陥没陥没陥没しししし、、、、住居住居住居住居地地地地域域域域にににに
多大多大多大多大なななな被害被害被害被害をををを及及及及ぼぼぼぼ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対策対策対策対策とととと取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

4444 中中中中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育についてについてについてについて

((((1111)))) 開邦高校開邦高校開邦高校開邦高校へのへのへのへの中中中中学学学学部部部部併併併併設設設設についてについてについてについて進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((2222)))) 「「「「中部地中部地中部地中部地区区区区にもにもにもにも国公国公国公国公立大立大立大立大学学学学やややや難難難難関関関関私立大私立大私立大私立大学学学学へへへへ進進進進学学学学をををを目目目目指指指指すすすす高校高校高校高校をををを」」」」というというというという中北部地中北部地中北部地中北部地域域域域のののの
切切切切実実実実なななな要要要要望望望望とととと大大大大ききききなななな期期期期待待待待ががががありありありあり、、、、球陽高校球陽高校球陽高校球陽高校にもにもにもにも中中中中学学学学部部部部をををを併併併併設設設設しししし、、、、開邦高校開邦高校開邦高校開邦高校とととと同時同時同時同時にににに中中中中高高高高
一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育をををを６６６６月議月議月議月議会会会会でででで提案提案提案提案ししししまままましたがしたがしたがしたが、、、、教育教育教育教育長長長長のののの必必必必要要要要性性性性とととと認認認認識識識識についてについてについてについて

5555 交交交交通安全対策通安全対策通安全対策通安全対策についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおける最最最最もももも交交交交通事通事通事通事故故故故がががが多多多多いいいい交差点交差点交差点交差点・・・・箇箇箇箇所所所所、、、、そのそのそのその対策対策対策対策とととと解決解決解決解決策策策策についてについてについてについて

((((2222)))) 本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおける信号信号信号信号機設機設機設機設置置置置数数数数とととと新新新新たなたなたなたな設設設設置置置置要要要要望望望望とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((3333)))) 本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおける横横横横断断断断歩道歩道歩道歩道、、、、設設設設置置置置箇箇箇箇所所所所とととと設設設設置置置置数数数数についてについてについてについて

((((4444)))) 横横横横断断断断歩道歩道歩道歩道のののの舗舗舗舗装装装装整整整整備備備備のののの年年年年間間間間予算予算予算予算についてについてについてについて
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((((5555)))) 国国国国体体体体道路道路道路道路ドドドドラッグラッグラッグラッグイレブンイレブンイレブンイレブン前十字路付前十字路付前十字路付前十字路付近近近近のののの桑江桑江桑江桑江中中中中央線央線央線央線とととと交差交差交差交差するするするする道路道路道路道路ががががありまありまありまありますがすがすがすが、、、、上上上上勢勢勢勢
頭頭頭頭555555550000番番番番地地地地オーオーオーオートトトトシシシショッョッョッョッププププＫＥＮＫＥＮＫＥＮＫＥＮ前前前前かかかからららら入入入入りりりり、、、、上上上上勢頭勢頭勢頭勢頭555555550000番番番番地地地地11111111ファファファファミリミリミリミリーーーーママママーーーートトトト北北北北谷谷谷谷国国国国体体体体道道道道
路路路路店店店店後後後後方方方方ままままでのでのでのでの町道町道町道町道上上上上勢頭勢頭勢頭勢頭44447777号線号線号線号線はははは、、、、普通普通普通普通乗乗乗乗用用用用車車車車がすれがすれがすれがすれ違違違違うのがうのがうのがうのがややややっとのっとのっとのっとの道幅道幅道幅道幅でででで危危危危険険険険
なななな状態状態状態状態ででででああああるるるる。。。。ススススピピピピーーーードドドドがががが出出出出せせせせないないないない対策対策対策対策ははははででででききききないかないかないかないか。。。。

6666 道路道路道路道路行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 西西西西原原原原町町町町棚棚棚棚原原原原付付付付近近近近のののの県県県県道道道道22229999号線拡幅工号線拡幅工号線拡幅工号線拡幅工事事事事のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況とこれとこれとこれとこれままままでのでのでのでの予算予算予算予算及及及及びびびび完完完完成成成成予予予予定定定定につにつにつにつ
いていていていて

((((2222)))) 北中北中北中北中城城城城村安村安村安村安谷屋谷屋谷屋谷屋のののの北中北中北中北中城城城城インインインインタタタターチーチーチーチェェェェンンンンジジジジ付付付付近近近近のののの県県県県道道道道９９９９号線号線号線号線はははは、、、、交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞がががが発発発発生生生生しししし、、、、地地地地
域住域住域住域住民民民民かかかからららら交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞解解解解消消消消のためのためのためのため道路道路道路道路のののの拡幅工拡幅工拡幅工拡幅工事事事事のののの要要要要望望望望ががががああああるがるがるがるが、、、、拡幅整拡幅整拡幅整拡幅整備等備等備等備等のののの計計計計画画画画はははは
ああああるのかるのかるのかるのか。。。。

7777 福祉福祉福祉福祉行行行行政政政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子育子育子育子育てててて支援支援支援支援対策対策対策対策のののの状況状況状況状況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

((((2222)))) 乳乳乳乳幼幼幼幼児児児児医療医療医療医療費費費費のののの無無無無料料料料化制度化制度化制度化制度のののの経経経経緯緯緯緯、、、、ままままたたたた財財財財源措源措源措源措置置置置についてについてについてについて

((((3333)))) 通通通通院費院費院費院費をををを就就就就学前学前学前学前、、、、中中中中学学学学３３３３年年年年ままままでででで引引引引きききき上上上上げげげげたたたた場場場場合合合合のののの予算予算予算予算とととと対対対対象象象象者者者者についてについてについてについて

((((4444)))) 現現現現物物物物給給給給付付付付制度制度制度制度のののの全国全国全国全国のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((5555)))) 貸貸貸貸付付付付制度制度制度制度をををを導導導導入入入入しししし、、、、病病病病院窓院窓院窓院窓口口口口でのでのでのでの一一一一時時時時支支支支払払払払いをなくしいをなくしいをなくしいをなくし現現現現物物物物給給給給付付付付的的的的なななな制度制度制度制度のののの仕組仕組仕組仕組みみみみにつにつにつにつ
いていていていて何度何度何度何度もももも議議議議会会会会でででで取取取取りりりり上上上上げげげげたがたがたがたが、、、、そのそのそのその結果結果結果結果についてについてについてについて

((((6666)))) 平成平成平成平成22225555年年年年11111111月月月月よよよよりりりりうるうるうるうるまままま市市市市かかかかららららススススタタタターーーートトトトしたしたしたした自動自動自動自動償還払償還払償還払償還払いについていについていについていについて、、、、現現現現在在在在のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況とととと取取取取りりりり
組組組組みみみみ、、、、ままままたたたた実施実施実施実施されてないされてないされてないされてない市市市市町町町町村村村村のののの理理理理由由由由をををを県県県県はははは把握把握把握把握されているかされているかされているかされているか。。。。

8888 沖縄県地沖縄県地沖縄県地沖縄県地域域域域防防防防災災災災計計計計画画画画についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの災災災災害害害害予予予予防防防防計計計計画画画画についてのについてのについてのについての基基基基本方本方本方本方針針針針とととと市市市市町町町町村村村村におけるにおけるにおけるにおける地地地地域域域域防防防防災災災災計計計計画画画画についてについてについてについて

((((2222)))) ニラニラニラニライイイイ消消消消防防防防本本本本部部部部においてにおいてにおいてにおいて2017201720172017年度年度年度年度「「「「嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納指指指指令令令令センセンセンセンタタタターーーー（（（（仮称仮称仮称仮称））））111111119999番番番番受理受理受理受理のののの一一一一元元元元化化化化」」」」にににに
ついてついてついてついて（（（（一一一一元元元元化化化化にににに加入加入加入加入しないしないしないしない市市市市町町町町村村村村のののの数及数及数及数及びそのびそのびそのびその理理理理由由由由をををを県県県県はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。）。）。）。）

9999 我我我我がががが党党党党とのとのとのとの代代代代表質問表質問表質問表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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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)))) 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辺辺辺野野野野古古古古移設移設移設移設はははは事実上事実上事実上事実上不可不可不可不可能能能能」」」」、、、、「「「「固固固固定化定化定化定化をををを言言言言うことうことうことうことはははは一一一一種種種種のののの堕堕堕堕
落落落落」」」」ととととままままでででで明明明明言言言言していたがしていたがしていたがしていたが、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠・・・・真真真真意意意意はははは何何何何だったのかだったのかだったのかだったのか、、、、今今今今はははは、、、、どうどうどうどう考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民８８８８割割割割のののの人人人人がががが辺辺辺辺野野野野古古古古移設移設移設移設反反反反対対対対とのとのとのとの調査調査調査調査がががが出出出出ているがているがているがているが県県県県のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。名護名護名護名護市市市市長長長長がががが
反反反反対対対対するするするする中中中中でででで、、、、移設移設移設移設をををを強行強行強行強行すればすればすればすれば、、、、憲憲憲憲法法法法がががが定定定定めるめるめるめる地地地地方方方方自自自自治治治治のののの本本本本旨旨旨旨をををを踏踏踏踏みみみみににににじじじじるるるる行行行行為為為為になになになにな
るとのるとのるとのるとの声声声声ががががああああるがるがるがるが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍ヘヘヘヘリやリやリやリや戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機かかかかららららのののの部部部部品落品落品落品落下下下下、、、、着陸時着陸時着陸時着陸時のののの出出出出火火火火・・・・緊急停止緊急停止緊急停止緊急停止、、、、米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属等軍属等軍属等軍属等がががが引引引引きききき起起起起
こすこすこすこす飲酒飲酒飲酒飲酒運転運転運転運転、、、、追突追突追突追突事事事事故故故故等等等等悪悪悪悪質質質質なななな事事事事件件件件がががが後後後後をををを絶絶絶絶ちませんちませんちませんちません。。。。再再再再発発発発防防防防止止止止をををを何度何度何度何度求求求求めてもめてもめてもめても改善改善改善改善
せせせせずずずず、、、、日日日日米米米米両両両両政政政政府府府府のののの対対対対応応応応はははは全全全全くくくく評価評価評価評価ででででききききるものでるものでるものでるものでははははないないないない。。。。県県県県のののの対対対対応応応応ははははどうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイやややや米軍機米軍機米軍機米軍機のののの深夜深夜深夜深夜飛行飛行飛行飛行激激激激化化化化、、、、騒音騒音騒音騒音被害被害被害被害はははは、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活にににに甚甚甚甚大大大大なななな悪悪悪悪影響影響影響影響をををを与与与与えてえてえてえて
いいいいまままますすすす。。。。基地基地基地基地負負負負担担担担軽軽軽軽減減減減ととととはははは逆逆逆逆行行行行しておしておしておしておりりりり許許許許されるものでされるものでされるものでされるものではありませんはありませんはありませんはありません。。。。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いいいいまままま
すすすす。。。。

2222 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

((((1111)))) 国内観光国内観光国内観光国内観光客客客客のののの平平平平均宿泊均宿泊均宿泊均宿泊日日日日数数数数やややや１１１１人人人人当当当当たたたたりりりりのののの観光観光観光観光消費消費消費消費額額額額はははは伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩んんんんでいるとでいるとでいるとでいると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、要要要要因因因因
はははは何何何何かかかか。。。。現現現現状状状状とととと対策対策対策対策、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) 修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの拡拡拡拡充充充充ははははどうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。他他他他県県県県やややや海海海海外外外外とととと競競競競合合合合するするするする中中中中でででで、、、、内容内容内容内容のののの充充充充実実実実
がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええまままますすすす。。。。現現現現状状状状とととと課課課課題題題題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) ユユユユニバニバニバニバーーーーササササル・スル・スル・スル・スタジタジタジタジオ・オ・オ・オ・ジジジジャャャャパパパパンンンン（（（（ＵＳＵＳＵＳＵＳＪＪＪＪ））））がががが、、、、名護名護名護名護市進出市進出市進出市進出をををを検討検討検討検討しているとのことしているとのことしているとのことしているとのこと。。。。積極積極積極積極的的的的
にににに誘誘誘誘致致致致すすすすべべべべききききとととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

3333 福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、潜潜潜潜在在在在的的的的待待待待機機機機児童児童児童児童もももも含含含含めためためためた待待待待機機機機児童児童児童児童のののの解解解解消消消消をををを図図図図るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、現現現現状状状状とととと対策対策対策対策、、、、今後今後今後今後のののの
見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。待待待待機機機機児童児童児童児童ゼゼゼゼロロロロのののの実実実実現現現現ははははいつをいつをいつをいつを想定想定想定想定しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、認可化認可化認可化認可化移行移行移行移行をををを目目目目指指指指すすすす認可外認可外認可外認可外保保保保育育育育施設施設施設施設へへへへ運営運営運営運営費費費費支援支援支援支援をををを行行行行うううう事業事業事業事業をををを推推推推進進進進しているがしているがしているがしているが、、、、
内容内容内容内容とととと効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) 「「「「５５５５歳児歳児歳児歳児問題問題問題問題についてについてについてについて」」」」県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((4444)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの影響影響影響影響でででで県内県内県内県内市市市市町町町町村村村村のののの国民国民国民国民健健健健康康康康保保保保険険険険（（（（国保国保国保国保））））財政財政財政財政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問題問題問題問題についてについてについてについて
見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((5555)))) 県県県県やややや県内県内県内県内６６６６団体団体団体団体はははは、、、、国国国国にににに対対対対しししし、、、、県内県内県内県内市市市市町町町町村村村村のののの国保国保国保国保へのへのへのへの財政財政財政財政支援支援支援支援をををを要要要要請請請請しているがしているがしているがしているが見通見通見通見通しししし
をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((6666)))) 盲養盲養盲養盲養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム等等等等のののの設設設設置置置置についてについてについてについて、、、、当当当当事者事者事者事者ののののニニニニーーーーズズズズ調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし設設設設置置置置にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討
委委委委員会員会員会員会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげるとしていたがどうなっているかるとしていたがどうなっているかるとしていたがどうなっているかるとしていたがどうなっているか。。。。

((((7777)))) 「「「「危危危危険険険険ドドドドラッグラッグラッグラッグ」」」」がががが深刻深刻深刻深刻なななな社社社社会問題会問題会問題会問題となっておとなっておとなっておとなっておりりりり、、、、指定指定指定指定薬物薬物薬物薬物やややや違違違違法法法法薬物薬物薬物薬物等等等等のののの早早早早期根期根期根期根絶絶絶絶がががが求求求求
めめめめらららられていれていれていれていまままますすすす。。。。本本本本県県県県はははは中間地中間地中間地中間地点点点点とのとのとのとの声声声声ももももありまありまありまありますがすがすがすが、、、、実態及実態及実態及実態及びびびび対策対策対策対策ははははどうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

4444 教育教育教育教育行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国際際際際的的的的視視視視野野野野をををを持持持持ちちちち、、、、国国国国際際際際社社社社会会会会においてにおいてにおいてにおいて主主主主体体体体的的的的にににに行動行動行動行動ででででききききるるるる人人人人材材材材をををを育成育成育成育成することすることすることすることはははは、、、、本本本本県県県県
がががが目目目目指指指指すすすす国国国国際交際交際交際交流流流流拠拠拠拠点点点点のののの構構構構築築築築につながるものとにつながるものとにつながるものとにつながるものと考考考考ええええまままますすすす。。。。海海海海外外外外留留留留学学学学・・・・交交交交流流流流派派派派遣遣遣遣事業事業事業事業のののの現現現現
状状状状・・・・成成成成果果果果をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。
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((((2222)))) 県内県内県内県内11111111市市市市町町町町村村村村でででで実施実施実施実施されているされているされているされている児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒へのへのへのへの無無無無料塾料塾料塾料塾というというというという学学学学習習習習支援支援支援支援事業事業事業事業がががが来年度以来年度以来年度以来年度以
降降降降、、、、事業事業事業事業縮縮縮縮小小小小もしくもしくもしくもしくはははは実施実施実施実施ででででききききなくなるなくなるなくなるなくなる懸懸懸懸念念念念ががががありまありまありまありますすすす。。。。同事業同事業同事業同事業へのへのへのへの評価評価評価評価、、、、支援支援支援支援をををを伺伺伺伺いいいいまままま
すすすす。。。。

((((3333)))) 学校学校学校学校等等等等でででで、、、、薬物薬物薬物薬物教育教育教育教育のののの強強強強化化化化がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

5555 安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心ななななまちづまちづまちづまちづくくくくりりりりについてについてについてについて

((((1111)))) 広島市広島市広島市広島市でででで起起起起ききききたたたた土土土土砂災砂災砂災砂災害害害害はははは、、、、警戒警戒警戒警戒区区区区域域域域のののの指定指定指定指定やややや避避避避難難難難指指指指示示示示ののののありありありあり方方方方等等等等、、、、多多多多くのくのくのくの課課課課題題題題をををを残残残残しししし
まままましたしたしたした。。。。見見見見解解解解とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内44441111市市市市町町町町村村村村でででで、、、、橋橋橋橋のののの定定定定期期期期点点点点検検検検がががが約約約約８８８８割割割割未未未未実施実施実施実施とのこととのこととのこととのこと。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇市市市市繁繁繁繁多川多川多川多川２２２２丁丁丁丁目目目目はははは消消消消防活動防活動防活動防活動困困困困難難難難地地地地域域域域にににに指定指定指定指定されておされておされておされておりりりり、、、、地地地地域住域住域住域住民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんかかかからららら、、、、県県県県
営営営営松松松松川団川団川団川団地地地地へのへのへのへの防防防防災災災災道路道路道路道路設設設設置置置置がががが求求求求めめめめらららられていれていれていれていまままますすすす。。。。進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況ははははどうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか伺伺伺伺いいいいまままま
すすすす。。。。

6666 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ににににはははは、、、、「「「「ししししままままくとくとくとくとぅぅぅぅばばばば」」」」やややや歴史歴史歴史歴史、、、、伝統伝統伝統伝統、、、、文化文化文化文化、、、、自然自然自然自然、、、、食食食食などなどなどなど、、、、世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるものがれるものがれるものがれるものが多多多多数数数数ありありありあり
まままますすすす。。。。それそれそれそれららららををををデデデデジタジタジタジタルルルル化化化化しししし、、、、管理管理管理管理、、、、活用活用活用活用することすることすることすることはははは沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジョジョジョジョンのンのンのンの施策施策施策施策にににに沿沿沿沿うものとうものとうものとうものと考考考考
ええええまままますすすす。。。。見見見見解解解解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせくださいくださいくださいください。。。。

7777 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質問表質問表質問表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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 サトサトサトサトウウウウキビキビキビキビ生産生産生産生産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)))) 本本本本県県県県ののののサトサトサトサトウウウウキビキビキビキビ生産生産生産生産はははは、、、、近近近近年年年年、、、、台風台風台風台風、、、、干干干干ばつのばつのばつのばつの気象気象気象気象災災災災害害害害やややや病病病病害害害害虫虫虫虫被害被害被害被害等等等等によによによによりりりり生産生産生産生産がががが
低迷低迷低迷低迷しているしているしているしている。。。。ととととりわりわりわりわけけけけ、、、、平成平成平成平成23232323年度年度年度年度産産産産はははは、、、、過過過過去最去最去最去最低低低低のののの生産生産生産生産量量量量となとなとなとなりりりり、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況となってとなってとなってとなって
いるいるいるいる。。。。本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおけるサトサトサトサトウウウウキビのキビのキビのキビの生産生産生産生産振興振興振興振興対策対策対策対策のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。

2222 畜畜畜畜産業産業産業産業のののの振興振興振興振興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)))) 八八八八重山重山重山重山地地地地域域域域ととととりわりわりわりわけけけけ石垣石垣石垣石垣島島島島はははは畜畜畜畜産業産業産業産業がががが基基基基幹幹幹幹産業産業産業産業としてとしてとしてとして重重重重要要要要なななな産業産業産業産業をををを形成形成形成形成しているしているしているしている。。。。しかししかししかししかし
ながながながながらららら畜畜畜畜産業産業産業産業におけるにおけるにおけるにおける人人人人工工工工授精師授精師授精師授精師がががが少少少少ないこともないこともないこともないこともありありありあり、、、、畜畜畜畜産産産産農家農家農家農家でででではははは人人人人工工工工授精師授精師授精師授精師のののの確確確確保保保保
がががが課課課課題題題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。。。。そこでそこでそこでそこで生産生産生産生産農家農家農家農家かかかからはらはらはらは２２２２年年年年にににに１１１１回回回回開開開開催催催催されるされるされるされる人人人人工工工工授精師試験授精師試験授精師試験授精師試験をををを石垣石垣石垣石垣
市市市市でででで開開開開催催催催することすることすることすることははははででででききききないかというないかというないかというないかという要要要要望望望望がががが出出出出ているているているている。。。。県県県県としてとしてとしてとして石垣石垣石垣石垣市市市市でのでのでのでの試験試験試験試験開開開開催催催催につにつにつにつ
いてのおいてのおいてのおいてのお考考考考えをおえをおえをおえをお示示示示しししし願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 漁漁漁漁業業業業振興振興振興振興策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 日本最日本最日本最日本最西端西端西端西端のののの与那国与那国与那国与那国町町町町久久久久部部部部良良良良漁漁漁漁港港港港はカジはカジはカジはカジキキキキ、、、、マグロマグロマグロマグロなどのなどのなどのなどの大大大大型型型型高高高高級魚級魚級魚級魚のののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして漁漁漁漁港港港港
整整整整備備備備がががが進進進進めめめめらららられているれているれているれている。。。。漁漁漁漁港港港港はははは整整整整備備備備されているもののされているもののされているもののされているものの台風台風台風台風のののの常常常常襲地襲地襲地襲地ととととああああってってってって避避避避難難難難施設施設施設施設のののの
整整整整備備備備がががが求求求求めめめめらららられているれているれているれている。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお伺伺伺伺いいたしいいたしいいたしいいたしまままますがすがすがすが、、、、防防防防波堤波堤波堤波堤をををを利利利利用用用用したしたしたした避避避避難難難難がでがでがでができきききるようるようるようるよう
防防防防風風風風ネネネネットットットットのののの整整整整備備備備がでがでがでができきききないものかないものかないものかないものか、、、、県県県県のののの対対対対応応応応についておについておについておについてお聞聞聞聞ききききしたいしたいしたいしたい。。。。ささささららららにににに、、、、漁漁漁漁港内港内港内港内のののの浮浮浮浮
きききき桟橋桟橋桟橋桟橋設設設設置置置置についてもについてもについてもについても答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めたいめたいめたいめたい。。。。

((((2222)))) 石垣石垣石垣石垣漁漁漁漁港港港港についてについてについてについてはははは、、、、防防防防風風風風避避避避難難難難対策対策対策対策はははは整整整整備備備備されつつされつつされつつされつつありまありまありまありますがすがすがすが、、、、５５５５トトトトンンンン以以以以上上上上のののの大大大大型型型型漁船漁船漁船漁船
についてについてについてについてはははは船船船船揚揚揚揚げげげげ施設施設施設施設がなくがなくがなくがなく、、、、台風台風台風台風のたびにのたびにのたびにのたびに港港港港湾湾湾湾内内内内でのでのでのでの避避避避難難難難をををを余儀余儀余儀余儀なくされていなくされていなくされていなくされていまままますすすす。。。。
近近近近年年年年のののの大大大大型型型型台風台風台風台風接接接接近近近近によによによによりりりり、、、、安全安全安全安全面面面面かかかからららら憂慮憂慮憂慮憂慮されておされておされておされておりりりり、、、、漁漁漁漁民民民民かかかからららら船船船船揚揚揚揚げげげげ施設施設施設施設のののの整整整整備備備備がががが
求求求求めめめめらららられているれているれているれている。。。。石垣石垣石垣石垣漁漁漁漁港港港港船船船船揚揚揚揚げげげげ場施設場施設場施設場施設整整整整備備備備についてのについてのについてのについての県県県県のおのおのおのお考考考考えをおえをおえをおえをお示示示示しししし願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 波照波照波照波照間空港間空港間空港間空港周辺周辺周辺周辺環境環境環境環境整整整整備備備備についてについてについてについて

((((1111)))) 日本最日本最日本最日本最南端南端南端南端のののの波照波照波照波照間空港間空港間空港間空港はははは現現現現在在在在、、、、再再再再開開開開にににに向向向向けてけてけてけてタタタターーーーミナミナミナミナルルルル整整整整備備備備計計計計画画画画などがなどがなどがなどが着着着着々々々々とととと進進進進めめめめらららら
れておれておれておれておりまりまりまりますすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、タタタターーーーミナミナミナミナルルルル周辺周辺周辺周辺はははは集集集集中中中中豪豪豪豪雨雨雨雨のたびにのたびにのたびにのたびに周辺周辺周辺周辺かかかかららららのののの雨雨雨雨水水水水がががが集集集集中中中中ししししタタタターーーー
ミナミナミナミナルルルル一一一一帯帯帯帯はははは冠冠冠冠水水水水するするするする騒騒騒騒ぎぎぎぎとなるなどとなるなどとなるなどとなるなど、、、、排排排排水対策水対策水対策水対策のののの抜抜抜抜本本本本的見的見的見的見直直直直しがしがしがしが求求求求めめめめらららられておれておれておれておりまりまりまりますすすす。。。。
そこでそこでそこでそこで、、、、空港空港空港空港周辺周辺周辺周辺排排排排水対策及水対策及水対策及水対策及びびびび水水水水利利利利用用用用についてについてについてについて県県県県のおのおのおのお考考考考えをおえをおえをおえをお示示示示しししし願願願願いいいいまままますすすす。。。。

5555 石垣石垣石垣石垣空港空港空港空港アクアクアクアクセスセスセスセス道路整道路整道路整道路整備備備備計計計計画画画画についてについてについてについて

((((1111)))) 空港空港空港空港開開開開港港港港以来以来以来以来、、、、乗降乗降乗降乗降客客客客もももも順順順順調調調調なななな伸伸伸伸びをびをびをびを見見見見せせせせ、、、、八八八八重山重山重山重山のののの経済経済経済経済発展発展発展発展にににに大大大大ききききくくくく寄与寄与寄与寄与しておしておしておしておりまりまりまりま
すすすす。。。。しかしながしかしながしかしながしかしながらららら、、、、早早早早急急急急ななななアクアクアクアクセスセスセスセス道路道路道路道路のののの整整整整備備備備がががが求求求求めめめめらららられておれておれておれておりまりまりまりますすすす。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお伺伺伺伺いいたしいいたしいいたしいいたし
まままますがすがすがすが、、、、用地用地用地用地取得取得取得取得などこれなどこれなどこれなどこれままままでのでのでのでの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況についてについてについてについて御御御御説明願説明願説明願説明願いいいいまままますすすす。。。。

6666 離離離離島島島島振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 一一一一括交付括交付括交付括交付金金金金活用活用活用活用によるによるによるによる離離離離島島島島振興振興振興振興にににに関関関関連連連連してしてしてして、、、、八八八八重山重山重山重山地地地地域域域域でのでのでのでの一一一一括交付括交付括交付括交付金金金金等等等等のののの活用実活用実活用実活用実績績績績
とととと今後今後今後今後のののの展展展展望望望望についてについてについてについて御御御御説明願説明願説明願説明願いいいいまままますすすす。。。。

7777 離離離離島島島島におけるにおけるにおけるにおける建建建建築単価築単価築単価築単価のののの見見見見直直直直しについてのしについてのしについてのしについての進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 嶺井嶺井嶺井嶺井　　　　　　　　光光光光（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 多多多多様様様様なななな人人人人材材材材のののの育成育成育成育成とととと文化文化文化文化のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 学学学学力力力力向上向上向上向上・・・・学校学校学校学校教育教育教育教育のののの充充充充実実実実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学学学学力力力力テテテテスススストトトトがががが躍躍躍躍進進進進したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみのののの詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 取取取取りりりり組組組組みみみみにににに対対対対するするするする教教教教師師師師のののの負負負負担状況担状況担状況担状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 地地地地域域域域のののの支援支援支援支援状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 今後今後今後今後、、、、持持持持続続続続するためのするためのするためのするための方方方方策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 将来将来将来将来をををを担担担担うううう国国国国際際際際性性性性豊豊豊豊かなかなかなかな人人人人材材材材、、、、難難難難関関関関大大大大学学学学レレレレベベベベルをルをルをルを目目目目指指指指すすすす人人人人材養材養材養材養成成成成はははは私立私立私立私立学校学校学校学校もももも含含含含めめめめ、、、、小小小小
学校学校学校学校段段段段階階階階かかかからららら取取取取りりりり組組組組むむむむ必必必必要要要要ががががああああるとるとるとると考考考考えるがえるがえるがえるが所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 交交交交通通通通政政政政策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄鉄鉄鉄軌軌軌軌道道道道についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南南南南北北北北縦縦縦縦貫鉄道貫鉄道貫鉄道貫鉄道のののの上上上上下下下下分離分離分離分離方式方式方式方式をををを目目目目指指指指すすすす整整整整備備備備制度制度制度制度のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 市市市市街街街街地地地地のののの渋滞渋滞渋滞渋滞対策対策対策対策はははは路路路路面電面電面電面電車車車車等等等等でででで地地地地方方方方部部部部をををを連連連連結結結結するするするする必必必必要要要要ががががああああるるるる。。。。対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 農林農林農林農林水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農農農農業業業業のののの多面多面多面多面的機的機的機的機能能能能についてについてについてについて認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県営営営営かかかかんんんんがいがいがいがい排排排排水事業水事業水事業水事業（（（（中中中中山山山山・・・・志堅志堅志堅志堅原地原地原地原地区区区区））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 貯貯貯貯水水水水池池池池のののの設設設設置置置置必必必必要要要要箇箇箇箇所所所所のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 中中中中山山山山地地地地域域域域のののの農農農農地保全策地保全策地保全策地保全策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 農農農農業基業基業基業基盤盤盤盤整整整整備備備備促促促促進進進進事業事業事業事業（（（（中中中中山山山山地地地地区区区区農農農農業用用業用用業用用業用用排排排排水施設水施設水施設水施設））））のののの採択採択採択採択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)))) 農山漁農山漁農山漁農山漁村活村活村活村活性化性化性化性化対策対策対策対策整整整整備事業備事業備事業備事業（（（（百百百百名地名地名地名地区区区区））））のののの採択採択採択採択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)))) 県県県県営営営営かかかかんんんんがいがいがいがい排排排排水事業水事業水事業水事業（（（（雄雄雄雄樋樋樋樋川川川川地地地地区区区区２２２２期分期分期分期分送送送送水水水水ポポポポンプンプンプンプ11114444基基基基））））のののの動動動動力力力力をををを太太太太陽陽陽陽光光光光によってによってによってによって農農農農
家家家家負負負負担担担担軽軽軽軽減減減減をををを図図図図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沖縄沖縄沖縄沖縄電力電力電力電力、、、、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)))) ６６６６次次次次産業産業産業産業化化化化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内のののの認定認定認定認定状況状況状況状況とととと県県県県、、、、市市市市町町町町村村村村のののの支援支援支援支援状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 認定認定認定認定をををを目目目目指指指指すすすす事業者事業者事業者事業者へのへのへのへの支援支援支援支援のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 家家家家畜排畜排畜排畜排せせせせつつつつ物物物物対策対策対策対策にににに苦慮苦慮苦慮苦慮するするするする畜畜畜畜産産産産農家支援農家支援農家支援農家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。。。。

((((8888)))) ホホホホテテテテル・ル・ル・ル・ホホホホテテテテルルルル訓練訓練訓練訓練区区区区域域域域のののの一一一一部部部部解解解解除除除除区区区区域域域域におけるにおけるにおけるにおける安全安全安全安全なななな操操操操業業業業とさとさとさとさららららなるなるなるなる解解解解除除除除区区区区域域域域のののの拡拡拡拡大大大大
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 経済経済経済経済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)))) 国国国国際際際際物物物物流流流流拠拠拠拠点点点点産業産業産業産業集集集集積積積積地地地地域拡域拡域拡域拡大大大大についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県外外外外企業企業企業企業のののの反反反反応応応応、、、、課課課課題題題題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県内企業県内企業県内企業県内企業がががが制度制度制度制度をををを有有有有効効効効にににに活用活用活用活用するにするにするにするにはははは県全県全県全県全域域域域をををを対対対対象象象象にすにすにすにすべべべべききききででででははははないかないかないかないか、、、、県県県県のののの認認認認識識識識とととと
今後今後今後今後のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国家家家家戦戦戦戦略略略略特区特区特区特区についてについてについてについて本本本本県県県県においてにおいてにおいてにおいてははははどのどのどのどの分野分野分野分野でででで生生生生かかかかせせせせるかるかるかるか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 福祉政福祉政福祉政福祉政策策策策についてについてについてについて
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((((1111)))) 2012012012015555年度年度年度年度かかかからららら５５５５年年年年間間間間でででで学学学学童童童童保保保保育育育育30303030万万万万人人人人のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿をををを整整整整備備備備するとしているするとしているするとしているするとしている国国国国のののの放放放放課課課課後後後後子子子子どもどもどもども
総総総総合合合合ププププラララランンンン（（（（仮称仮称仮称仮称））））についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内のののの実態実態実態実態とととと市市市市町町町町村村村村のののの反反反反応応応応、、、、課課課課題題題題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者財政財政財政財政調調調調整交付整交付整交付整交付金金金金がががが国保国保国保国保加入加入加入加入者者者者１１１１人人人人当当当当たたたたりりりり全国全国全国全国平平平平均均均均９９９９万万万万6666859859859859円円円円ででででああああるのにるのにるのにるのに対対対対
しししし本本本本県県県県はははは全国全国全国全国でででで最最最最もももも少少少少ないないないない２２２２万万万万2032203220322032円円円円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。これこれこれこれはははは戦時中戦時中戦時中戦時中、、、、終終終終戦戦戦戦直直直直後後後後のののの出出出出生数生数生数生数
減少減少減少減少などがなどがなどがなどが影響影響影響影響しておしておしておしておりりりり全国全国全国全国並並並並みみみみのののの財政財政財政財政支援支援支援支援措措措措置置置置がなされるがなされるがなされるがなされるべべべべききききででででああああるるるる。。。。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。。。。

((((3333)))) 難難難難聴聴聴聴者対策者対策者対策者対策ででででホホホホールールールールやややや講講講講演会場等演会場等演会場等演会場等におけるにおけるにおけるにおける集団集団集団集団補補補補聴聴聴聴装装装装置置置置についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 磁磁磁磁気気気気ループのループのループのループの設設設設置置置置状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 観光観光観光観光をををを推推推推進進進進するするするする本本本本県県県県でででではははは観光観光観光観光ババババスなどへのスなどへのスなどへのスなどへの設設設設置置置置がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。実態実態実態実態ははははどうかどうかどうかどうか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 県民生活県民生活県民生活県民生活についてについてについてについて

((((1111)))) ハブハブハブハブ対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、ハブハブハブハブ咬咬咬咬傷被害傷被害傷被害傷被害のののの実態実態実態実態とハブとハブとハブとハブ駆除駆除駆除駆除対策対策対策対策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、、、、課課課課題題題題、、、、対策対策対策対策をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ママママイイイイナナナナンンンンババババーーーー制制制制移行移行移行移行へのへのへのへ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課課課課題題題題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 土土土土木木木木建建建建築築築築行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 嶺嶺嶺嶺井団井団井団井団地地地地はははは築築築築44440000年年年年、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化がががが進進進進行行行行しているしているしているしている。。。。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見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 南南南南部部部部東東東東道路道路道路道路のののの整整整整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南南南南部部部部東東東東道路道路道路道路はははは那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港ままままでのでのでのでの時間短時間短時間短時間短縮縮縮縮などなどなどなど円円円円滑滑滑滑なななな交交交交通通通通のののの確確確確保保保保をををを目目目目指指指指しておしておしておしておりりりり那覇空那覇空那覇空那覇空
港自動港自動港自動港自動車道車道車道車道へへへへ直接直接直接直接連連連連結結結結すすすすべべべべききききででででああああるるるる。。。。地地地地元元元元南南南南城城城城市市市市とのとのとのとの協議協議協議協議のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの事業事業事業事業進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況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26262626年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政政政政治治治治姿姿姿姿勢勢勢勢についてについてについてについて

((((1111)))) 県経済県経済県経済県経済のののの現現現現状状状状とととと今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 取取取取りりりり組組組組みみみみのののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの施策施策施策施策展開展開展開展開をををを聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度内内内内閣閣閣閣府府府府概概概概算算算算要求要求要求要求についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 要求全要求全要求全要求全般般般般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評価評価評価評価とととと予算確予算確予算確予算確保保保保にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄国沖縄国沖縄国沖縄国際際際際航空航空航空航空物物物物流流流流ハブについてハブについてハブについてハブについて

((((1111)))) 沖縄国沖縄国沖縄国沖縄国際際際際航空航空航空航空物物物物流流流流ハブのハブのハブのハブの物物物物流流流流ネネネネットットットットワーワーワーワークやクやクやクや輸送輸送輸送輸送実実実実績績績績ははははどこどこどこどこままままでででで拡拡拡拡大大大大しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは物物物物流流流流ハブハブハブハブ機機機機能能能能のののの拡拡拡拡充充充充やややや活用活用活用活用拡拡拡拡大大大大をををを推推推推進進進進しているがしているがしているがしているが、、、、具具具具体体体体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみをををを聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 臨臨臨臨空空空空・・・・臨臨臨臨港港港港型型型型産業産業産業産業のののの誘誘誘誘致致致致動向動向動向動向ははははどうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。ままままたたたた、、、、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はみはみはみはどうなっているどうなっているどうなっているどうなっている
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県内企業県内企業県内企業県内企業のののの物物物物流流流流ハブハブハブハブ活用活用活用活用のののの現現現現状状状状とそのとそのとそのとその成成成成果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道等等等等でででで、、、、県県県県はははは経済経済経済経済団体団体団体団体やややや業業業業界界界界団体団体団体団体にににに正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用拡拡拡拡大大大大等等等等のののの要要要要請請請請をををを行行行行ったとのことだったとのことだったとのことだったとのことだ
がががが、、、、雇雇雇雇用用用用のののの質質質質のののの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みみみについてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 人人人人材材材材不不不不足足足足がががが大大大大ききききなななな指摘指摘指摘指摘をををを受受受受けているけているけているけている業業業業界界界界等等等等へのへのへのへ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。。。。

4444 観光施策観光施策観光施策観光施策についてについてについてについて

((((1111)))) 今今今今年度年度年度年度のののの入入入入域域域域観光観光観光観光客客客客数数数数のののの目目目目標標標標ででででああああるるるる666699990000万万万万人人人人のののの達達達達成成成成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)))) 県県県県ははははことしことしことしことし３３３３月月月月にチャンにチャンにチャンにチャンギギギギ空港空港空港空港ググググループとループとループとループと相互相互相互相互連連連連携携携携協定協定協定協定をををを締締締締結結結結しししし、、、、９９９９月月月月にににに川川川川上上上上副副副副知事知事知事知事をををを団団団団
長長長長とするとするとするとするトットットットップセールスをプセールスをプセールスをプセールスを実施実施実施実施しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその成成成成果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 少少少少子化子化子化子化によるによるによるによる生生生生徒徒徒徒数数数数減少減少減少減少やややや九州九州九州九州新新新新幹幹幹幹線開線開線開線開通等通等通等通等によるによるによるによる競競競競争激争激争激争激化化化化のののの中中中中、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行
をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ににににああああるとるとるとると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、現現現現状状状状とととと県県県県外外外外誘誘誘誘致致致致にににに係係係係るるるる取取取取りりりり組組組組みみみみをををを聞聞聞聞ききききたたたた
いいいい。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは今今今今年度年度年度年度中中中中にににに知事知事知事知事がががが公公公公約約約約にににに掲掲掲掲げげげげたたたた入入入入域域域域観光観光観光観光客客客客数数数数1000100010001000万万万万人人人人のののの達達達達成成成成にににに向向向向けてけてけてけて、、、、具具具具体体体体的的的的なななな
工工工工程程程程表表表表となるとなるとなるとなる沖縄観光推沖縄観光推沖縄観光推沖縄観光推進進進進ロロロローーーードドドドマッマッマッマップをプをプをプを策策策策定定定定するとのことだがするとのことだがするとのことだがするとのことだが、、、、進捗進捗進捗進捗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。。。。

((((5555)))) 地地地地震震震震などのなどのなどのなどの災災災災害害害害かかかからららら観光観光観光観光客客客客のののの安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心をををを守守守守るるるる体制体制体制体制をををを構構構構築築築築するためするためするためするため、、、、沖縄県観光沖縄県観光沖縄県観光沖縄県観光危危危危機機機機管管管管
理理理理基基基基本本本本計計計計画画画画をををを策策策策定定定定するとのことだがするとのことだがするとのことだがするとのことだが、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度のののの進捗進捗進捗進捗かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 農農農農業業業業振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農家農家農家農家のののの安安安安定定定定経経経経営営営営についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農農農農業共済業共済業共済業共済のののの支支支支払払払払いいいい実実実実績績績績についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 災災災災害害害害にににに強強強強いいいい栽培栽培栽培栽培施設施設施設施設のののの整整整整備実備実備実備実績績績績とととと今後今後今後今後のののの計計計計画画画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)))) 去去去去るるるる７７７７月月月月にににに本本本本県県県県をををを直直直直撃撃撃撃したしたしたした台風台風台風台風８８８８号号号号によるによるによるによる被害被害被害被害でででで、、、、うるうるうるうるまままま市市市市与那与那与那与那城城城城宮宮宮宮城城城城島島島島及及及及びびびび石石石石川川川川においにおいにおいにおい
てててて農道農道農道農道等等等等ののののののののりりりり面面面面崩壊崩壊崩壊崩壊がががが発発発発生生生生しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 農農農農地地地地・・・・水保全水保全水保全水保全管理管理管理管理対策事業対策事業対策事業対策事業（（（（多面多面多面多面的機的機的機的機能支能支能支能支払払払払交付交付交付交付金金金金））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国はははは農農農農地地地地のののの保全保全保全保全管理管理管理管理やややや農農農農業用施設業用施設業用施設業用施設のののの維維維維持持持持管理管理管理管理にににに効効効効果果果果ののののああああるるるる「「「「農農農農地地地地・・・・水保全水保全水保全水保全管理管理管理管理対策対策対策対策
事業事業事業事業」」」」をををを制度制度制度制度拡拡拡拡充充充充したとしたとしたとしたと聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、具具具具体体体体的的的的ににににははははどのようなどのようなどのようなどのような内容内容内容内容かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｲｲｲｲ 「「「「農農農農地地地地・・・・水保全水保全水保全水保全管理管理管理管理対策事業対策事業対策事業対策事業」」」」のののの他他他他府府府府県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｳｳｳｳ 同同同同様様様様にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて聞聞聞聞かかかかせせせせてくださいてくださいてくださいてください。。。。

6666 教育教育教育教育行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 学学学学力力力力テテテテスススストトトトについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度全国全国全国全国学学学学力力力力・・・・学学学学習状況習状況習状況習状況調査調査調査調査においてにおいてにおいてにおいて、、、、小小小小学校学校学校学校がががが最下最下最下最下位位位位かかかからららら全国全国全国全国22224444位位位位のののの水水水水準準準準
にににに達達達達したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその要要要要因因因因をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分分分分析析析析しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 特特特特にににに算算算算数数数数ＡＡＡＡのののの成績成績成績成績がががが飛飛飛飛躍躍躍躍的的的的にににに向上向上向上向上したしたしたした反反反反面面面面、、、、補補補補習等習等習等習等のののの指指指指導導導導でででで算算算算数数数数嫌嫌嫌嫌いないないないな児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒がががが
ふふふふえることをえることをえることをえることを心心心心配配配配するするするする声声声声がががが聞聞聞聞かれるがかれるがかれるがかれるが実態実態実態実態ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｳｳｳｳ 向上向上向上向上したしたしたした学学学学力力力力をををを維維維維持持持持しししし、、、、ささささららららにににに伸伸伸伸ばすためにばすためにばすためにばすためにはははは教教教教師師師師のののの指指指指導導導導力力力力向上向上向上向上がががが不可不可不可不可欠欠欠欠とととと思思思思わわわわれるれるれるれる
がががが、、、、指指指指導導導導力力力力をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分分分分析析析析しししし今後今後今後今後のののの指指指指導導導導にににに生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 学校学校学校学校現現現現場場場場のののの教教教教師師師師とととと家家家家庭庭庭庭教育教育教育教育をををを担担担担うううう親親親親、、、、双双双双方方方方のののの努努努努力力力力がががが必必必必要要要要不可不可不可不可欠欠欠欠とととと考考考考えるがえるがえるがえるが教育教育教育教育長長長長のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 難難難難関関関関大大大大・・・・国国国国立大立大立大立大へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事業事業事業事業目目目目的的的的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 10101010月月月月・・・・11111111月月月月のののの受受受受講講講講実施実施実施実施ととととああああるがるがるがるが応応応応募募募募状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県立立立立高校高校高校高校教教教教員員員員をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした指指指指導導導導力力力力向上向上向上向上講講講講習会習会習会習会のののの内容内容内容内容についてについてについてについて聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 教育指教育指教育指教育指導導導導援援援援助助助助についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「移民県移民県移民県移民県おおおおききききななななわわわわ」」」」をををを出出出出港港港港しししし、、、、60606060年年年年前前前前ボボボボリリリリビビビビアアアア国国国国へへへへ移移移移住住住住したしたしたした先先先先人人人人たたたたちちちちのののの子子子子弟弟弟弟教育教育教育教育をををを目目目目的的的的
にににに、、、、27272727年年年年間間間間22228888名名名名のののの教教教教員員員員がががが母母母母県県県県ででででああああるるるる「「「「おおおおききききななななわわわわ」」」」かかかからららら派派派派遣遣遣遣されされされされ大大大大ききききなななな成成成成果果果果とととと評価評価評価評価をををを受受受受けてけてけてけて
きまきまきまきましたしたしたした。。。。残残残残念念念念ながながながながららららそのそのそのその事業事業事業事業がががが廃廃廃廃止止止止されされされされ、、、、県民県民県民県民、、、、特特特特にににに事業事業事業事業にににに携携携携わわわわったったったった各各各各先先先先生生生生方方方方のののの失失失失望望望望
がががが大大大大ききききかったことかったことかったことかったことはははは言言言言ううううままままでもでもでもでもありませんありませんありませんありません。。。。「「「「ボボボボリリリリビビビビアアアア移移移移住住住住60606060周周周周年年年年」」」」のののの節節節節目目目目にににに改改改改めてめてめてめて再再再再開開開開にににに
向向向向けけけけ教育教育教育教育長長長長のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 我我我我がががが党党党党のののの代代代代表質問表質問表質問表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


