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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

1111 20202020分分分分 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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のののの解決解決解決解決についてについてについてについて

((((1111)))) 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危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去、、、、５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止についてについてについてについて政府政府政府政府とととと調整調整調整調整するとあるがするとあるがするとあるがするとあるが、、、、具体具体具体具体
的対策的対策的対策的対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの整理縮小及整理縮小及整理縮小及整理縮小及びびびび返還返還返還返還のののの計画的推進計画的推進計画的推進計画的推進をををを図図図図るためにもるためにもるためにもるためにも「「「「返還返還返還返還アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン」」」」をををを策策策策
定定定定すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港についてについてについてについて

((((1111)))) 航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊のののの那覇基地那覇基地那覇基地那覇基地におけるにおけるにおけるにおける改編改編改編改編についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇基地那覇基地那覇基地那覇基地からのスクランブルからのスクランブルからのスクランブルからのスクランブル発進発進発進発進のののの３３３３年間年間年間年間のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 騒音対策区域騒音対策区域騒音対策区域騒音対策区域のののの見直見直見直見直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。。。。

((((4444)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの全体的施設拡充整備全体的施設拡充整備全体的施設拡充整備全体的施設拡充整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道をををを含含含含むむむむ新新新新たなたなたなたな公共交通公共交通公共交通公共交通システムについてシステムについてシステムについてシステムについて

((((1111)))) 県計画案策定県計画案策定県計画案策定県計画案策定にどのようなことをにどのようなことをにどのようなことをにどのようなことを盛盛盛盛りりりり込込込込むのかむのかむのかむのか考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 幹線骨格軸幹線骨格軸幹線骨格軸幹線骨格軸はははは本部町本部町本部町本部町からからからから糸満市糸満市糸満市糸満市であるべきとであるべきとであるべきとであるべきと考考考考えるがえるがえるがえるが認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい観光観光観光観光リゾートリゾートリゾートリゾート地地地地のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

((((1111)))) 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設整備施設整備施設整備施設整備はははは計画計画計画計画よりおくれているがよりおくれているがよりおくれているがよりおくれているが、、、、理由理由理由理由とととと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 集客効果集客効果集客効果集客効果のののの高高高高いいいい観光施設観光施設観光施設観光施設のののの誘致誘致誘致誘致はどのようなものではどのようなものではどのようなものではどのようなもので、、、、そのそのそのそ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。。。。

((((3333)))) 宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設のののの確保確保確保確保についてについてについてについて県県県県としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 東京東京東京東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック競技大会競技大会競技大会競技大会へのへのへのへの積極的対応積極的対応積極的対応積極的対応がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、具体的取具体的取具体的取具体的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)))) 県内県内県内県内のダイビングのダイビングのダイビングのダイビング業者業者業者業者のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 県内県内県内県内ホテルホテルホテルホテル耐震改修工事等耐震改修工事等耐震改修工事等耐震改修工事等についてについてについてについて、、、、県県県県のののの補助金制度等補助金制度等補助金制度等補助金制度等をををを含含含含めためためためた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。。。。

5555 教育教育教育教育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)))) 子供子供子供子供１１１１人人人人がががが小小小小学校学校学校学校からからからから高高高高校校校校をををを卒卒卒卒業業業業するするするするままままでにでにでにでに必必必必要要要要なななな教育教育教育教育費費費費のののの状況状況状況状況とととと教育格教育格教育格教育格差差差差をなくすたをなくすたをなくすたをなくすた
めのめのめのめ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)))) 中中中中高高高高一貫一貫一貫一貫教育教育教育教育校校校校のののの設設設設置置置置でででで難難難難関大関大関大関大学学学学進進進進学学学学者者者者がががが増加増加増加増加するするするする根拠根拠根拠根拠をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県立立立立高高高高校校校校とととと私立私立私立私立高高高高校校校校のののの過過過過去去去去５５５５年間年間年間年間のののの難難難難関大関大関大関大学学学学進進進進学学学学状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県内教県内教県内教県内教員員員員のののの資資資資質質質質とととと能力能力能力能力のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全でででで快適快適快適快適なななな社社社社会会会会づづづづくりについてくりについてくりについてくりについて

((((1111)))) 東東東東日日日日本大震本大震本大震本大震災災災災からからからから４４４４年年年年、、、、災害拠点病院災害拠点病院災害拠点病院災害拠点病院のののの体制整備体制整備体制整備体制整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

2222 20202020分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　安弘安弘安弘安弘（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移移移移設問題設問題設問題設問題ややややオスプオスプオスプオスプレレレレイのイのイのイの配配配配備備備備がががが原因原因原因原因となりとなりとなりとなり、、、、構造構造構造構造的的的的差別論差別論差別論差別論からからからから琉球独立琉球独立琉球独立琉球独立
のののの議論議論議論議論ににににままままでででで発発発発展展展展するするするする状況状況状況状況はははは懸念懸念懸念懸念せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。国国国国のののの政策決定政策決定政策決定政策決定にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる人材人材人材人材のののの輩出輩出輩出輩出
こそこそこそこそ本県本県本県本県のののの課題課題課題課題とすべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきである。。。。本県本県本県本県のののの将来将来将来将来をををを担担担担うううう戦略戦略戦略戦略的的的的なななな人材人材人材人材のののの育成育成育成育成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
所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域地域地域地域安安安安全政策課全政策課全政策課全政策課がががが設設設設置置置置さささされれれれ、、、、安安安安全保全保全保全保障障障障問題問題問題問題のののの研究員研究員研究員研究員のののの採採採採用用用用やややや「「「「万国津梁万国津梁万国津梁万国津梁フォフォフォフォーラムーラムーラムーラム」」」」のののの
開催開催開催開催等等等等がながながながなさささされてきたれてきたれてきたれてきた。。。。そしてそしてそしてそして新新新新たにたにたにたに米米米米国国国国へのへのへのへの事事事事務所務所務所務所もももも設設設設置置置置さささされることになれることになれることになれることになっっっったたたた。。。。このこのこのこの際際際際、、、、
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの立立立立場場場場からのからのからのからの総合総合総合総合的的的的なななな安安安安全保全保全保全保障障障障政策等政策等政策等政策等をををを研究研究研究研究するするするする「「「「政策政策政策政策シンクシンクシンクシンクタタタタンクンクンクンク」」」」のののの設設設設立立立立をををを官民官民官民官民
共共共共同同同同でででで検討検討検討検討すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 安安安安全保全保全保全保障障障障とととと基地政策基地政策基地政策基地政策についてについてについてについて

((((1111)))) 米米米米ソソソソ冷戦冷戦冷戦冷戦時時時時代代代代のののの北海北海北海北海道道道道におけるにおけるにおけるにおける自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊配配配配備備備備のののの状況状況状況状況とととと冷戦終結後冷戦終結後冷戦終結後冷戦終結後のののの配配配配備状況備状況備状況備状況のののの変化変化変化変化につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。ままままたそのことにたそのことにたそのことにたそのことに対対対対するするするする地地地地元元元元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。。。。

((((2222)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島のののの防防防防衛衛衛衛力強化力強化力強化力強化にににに基基基基づづづづくくくく今後今後今後今後のののの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊配配配配備計画備計画備計画備計画はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているのかているのかているのかているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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国民国民国民国民的的的的なななな関関関関心心心心とととと議論議論議論議論をををを喚起喚起喚起喚起するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、万国津梁万国津梁万国津梁万国津梁フォフォフォフォーラムーラムーラムーラム
「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから問問問問うううう日日日日本本本本のののの安安安安全保全保全保全保障障障障（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」をををを東京東京東京東京でででで開催開催開催開催してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((4444)))) 与与与与那那那那国国国国町町町町はははは平平平平成成成成11117777年年年年にににに「「「「国境国境国境国境交交交交流特流特流特流特区区区区」」」」構想構想構想構想をををを政府政府政府政府へへへへ申請申請申請申請したがしたがしたがしたが認認認認められなかめられなかめられなかめられなかっっっったたたた。。。。与与与与
那那那那国国国国町町町町にとにとにとにとっっっってててて台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの交交交交流流流流はははは経済経済経済経済的的的的なななな面面面面からもからもからもからも、、、、災害災害災害災害時時時時のののの危危危危機機機機対応対応対応対応のののの観観観観点点点点からもからもからもからも意義意義意義意義
があるがあるがあるがある。。。。自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊配配配配備備備備がながながながなさささされるこのれるこのれるこのれるこのタタタタイイイイミミミミングこそングこそングこそングこそ台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの交交交交流流流流をををを県県県県がががが支援支援支援支援しししし協力協力協力協力体制体制体制体制をををを
ととととっっっっていくべきではないかていくべきではないかていくべきではないかていくべきではないか。。。。

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)))) 「「「「進進進進学力学力学力学力ググググレレレレーーーードドドドアップアップアップアップ推進事業推進事業推進事業推進事業」」」」のののの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 定年定年定年定年退職後退職後退職後退職後のののの教教教教員員員員のののの活活活活用用用用についてについてについてについて

((((3333)))) 定年定年定年定年退職後退職後退職後退職後のののの警察官警察官警察官警察官のののの教育現場教育現場教育現場教育現場でのでのでのでの活活活活用用用用についてについてについてについて

4444 2020202020202020年年年年・・・・東京東京東京東京オリンピックについてオリンピックについてオリンピックについてオリンピックについて

((((1111)))) 2020202020202020年年年年のののの東京東京東京東京オリンピックにおいてオリンピックにおいてオリンピックにおいてオリンピックにおいて、、、、東京東京東京東京のののの組組組組織委員織委員織委員織委員会会会会がががが提提提提案案案案すれすれすれすればばばば空空空空手手手手競技競技競技競技がががが実実実実施施施施ささささ
れるれるれるれる可能可能可能可能性性性性がががが出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。空空空空手手手手発発発発祥祥祥祥のののの地地地地としてとしてとしてとして世界世界世界世界的的的的にににに知知知知られているられているられているられている本県本県本県本県としてはとしてはとしてはとしては、、、、空空空空手手手手道道道道
がががが実実実実施施施施種目種目種目種目にににに入入入入るるるるだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、空空空空手手手手競技競技競技競技のののの本県本県本県本県でのでのでのでの種目別開催種目別開催種目別開催種目別開催をををを目指目指目指目指すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない
かかかか。。。。

((((2222)))) 開開開開会会会会式式式式ののののセレモニセレモニセレモニセレモニーでーでーでーで本県本県本県本県のののの勇壮華麗勇壮華麗勇壮華麗勇壮華麗ななななエエエエイイイイササササーーーー、、、、紅紅紅紅型型型型衣装衣装衣装衣装でででで踊踊踊踊るるるる四四四四つつつつ竹踊竹踊竹踊竹踊りりりり等等等等のののの集集集集団団団団
演武演武演武演武がががが採採採採用用用用さささされるようれるようれるようれるよう組組組組織委員織委員織委員織委員会等会等会等会等へへへへ働働働働きかけるきかけるきかけるきかける計画計画計画計画はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

3333 20202020分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの沖縄沖縄沖縄沖縄戦後戦後戦後戦後77770000年年年年のののの所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・琉球琉球琉球琉球のののの文化力文化力文化力文化力についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 2015201520152015年度年度年度年度予算予算予算予算についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自自自自立立立立型型型型経済構築経済構築経済構築経済構築にににに向向向向けたけたけたけた予算予算予算予算編成編成編成編成についてについてについてについて、、、、特特特特にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした点点点点はははは何何何何かかかか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 基地基地基地基地依存経済依存経済依存経済依存経済のののの体質改体質改体質改体質改善善善善にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいこうとするのかでいこうとするのかでいこうとするのかでいこうとするのか、、、、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。。。。

ｳｳｳｳ 予算議予算議予算議予算議会会会会はははは県県県県民民民民とととと約束約束約束約束したしたしたした公公公公約約約約のののの実実実実現現現現をををを県県県県民民民民にににに向向向向かかかかっっっってててて「「「「取取取取りりりり組組組組むむむむ」」」」姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示すすすす機機機機会会会会とととと
なりなりなりなりまままますすすす。。。。今予算議今予算議今予算議今予算議会会会会ではではではでは公公公公約約約約したしたしたした事業事業事業事業のののの芽出芽出芽出芽出しはどれしはどれしはどれしはどれほほほほどかどかどかどか、、、、見解見解見解見解とととと決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 知事公知事公知事公知事公約約約約のののの重点重点重点重点施策施策施策施策「「「「こどもこどもこどもこども環境環境環境環境・・・・日日日日本本本本一一一一のののの実実実実現現現現」」」」についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解とととと決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ このこのこのこの３３３３年間年間年間年間「「「「県県県県外移外移外移外移設設設設」」」」をををを進進進進めていためていためていためていた前前前前知事知事知事知事のののの訪訪訪訪米米米米やややや日日日日本政府本政府本政府本政府とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉によるによるによるによる調調調調査査査査はかはかはかはか
なりなりなりなり充充充充実実実実していたものとしていたものとしていたものとしていたものと思慮思慮思慮思慮さささされるれるれるれる。。。。そのそのそのその調調調調査査査査・・・・交交交交渉渉渉渉のののの蓄蓄蓄蓄積積積積はははは「「「「県県県県外外外外」」」」のののの正当正当正当正当性性性性へのへのへのへの理理理理論論論論
構構構構成成成成にににに貴重貴重貴重貴重なななな資料資料資料資料となるとなるとなるとなる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「基地基地基地基地はないはないはないはないほほほほうがうがうがうが発発発発展展展展できるできるできるできる」」」」とするとするとするとする県県県県民意民意民意民意識識識識がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化したしたしたした。。。。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。。。。

ｳｳｳｳ ８８８８兆円兆円兆円兆円ものものものもの税税税税金金金金がががが注注注注ぎぎぎぎ込込込込ままままれているのにれているのにれているのにれているのに自自自自立立立立できないのはできないのはできないのはできないのは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民がががが怠惰怠惰怠惰怠惰ななななせせせせいいいいだだだだとととと
するするするする批判批判批判批判があるががあるががあるががあるが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「民意民意民意民意」」」」とととと政府政府政府政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 下下下下地地地地島島島島・・・・宮古宮古宮古宮古空港空港空港空港とととと伊良伊良伊良伊良部大部大部大部大橋橋橋橋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。。。。

((((1111)))) 宮古宮古宮古宮古・・・・下下下下地地地地島両島両島両島両空港空港空港空港のののの機能機能機能機能分分分分担担担担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識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 宮古宮古宮古宮古空港空港空港空港へのへのへのへの国際国際国際国際線誘致線誘致線誘致線誘致にににに向向向向けたけたけたけたＣＩＣＩＣＩＣＩＱＱＱＱ施設施設施設施設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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港利活利活利活利活用用用用検討検討検討検討にににに係係係係るるるる事業者事業者事業者事業者のののの応応応応募募募募についてはについてはについてはについては10101010社程社程社程社程度度度度ととと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、、、、事業事業事業事業
内内内内容容容容やややや事業者事業者事業者事業者のプのプのプのプレゼレゼレゼレゼンなどをンなどをンなどをンなどを通通通通したしたしたした提提提提案事業案事業案事業案事業のののの可能可能可能可能性性性性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。。。。ままままたたたた、、、、事事事事
業業業業のののの審査審査審査審査がががが行行行行わわわわれているがどのようなれているがどのようなれているがどのようなれているがどのような視点視点視点視点でででで審査審査審査審査がががが行行行行わわわわれているのかれているのかれているのかれているのか。。。。

((((4444)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港はパイはパイはパイはパイロロロロットットットット訓練訓練訓練訓練飛行場飛行場飛行場飛行場としてとしてとしてとして国国国国策策策策でででで誘致誘致誘致誘致をしたをしたをしたをした経緯経緯経緯経緯がありがありがありがあり、、、、空港空港空港空港のののの軍事軍事軍事軍事利利利利用用用用
についてはについてはについてはについては「「「「屋良覚書屋良覚書屋良覚書屋良覚書」」」」やややや「「「「西銘西銘西銘西銘確認確認確認確認書書書書」」」」によによによによっっっってててて認認認認められていないめられていないめられていないめられていない。。。。公公公公募提募提募提募提案案案案にににに当当当当たたたたっっっってててて
のののの前提条件前提条件前提条件前提条件となるがとなるがとなるがとなるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港のののの管管管管理会理会理会理会社社社社がががが県内県内県内県内企企企企業業業業グループのグループのグループのグループの傘下傘下傘下傘下にににに入入入入っっっったたたた。。。。下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港におけるにおけるにおけるにおける管管管管理理理理
業業業業務務務務はははは引引引引きききき続続続続きこのきこのきこのきこの管管管管理会理会理会理会社社社社がががが受託受託受託受託することになるのかすることになるのかすることになるのかすることになるのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 伊良伊良伊良伊良部部部部架架架架橋開橋開橋開橋開通通通通によるによるによるによる地域振興地域振興地域振興地域振興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。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島市市市市とのとのとのとの協議機協議機協議機協議機関関関関はははは検討検討検討検討してしてしてして
いるかいるかいるかいるか。。。。ままままたたたた、、、、下下下下地地地地島利活島利活島利活島利活用事業用事業用事業用事業とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 漂着漂着漂着漂着ごごごごみみみみ及及及及びびびび廃船廃船廃船廃船のののの撤撤撤撤去去去去処処処処理理理理のののの県県県県・・・・国支援国支援国支援国支援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。。。。

((((2222)))) 小小小小規模離規模離規模離規模離島島島島のののの情報情報情報情報格格格格差差差差のののの是是是是正正正正とととと高度高度高度高度なななな情報情報情報情報通通通通信信信信技技技技術術術術のののの利活利活利活利活用用用用環境環境環境環境のののの形成形成形成形成をををを図図図図るためるためるためるため、、、、
25252525年度年度年度年度よりよりよりより始始始始まっまっまっまったたたた海海海海底底底底ケケケケーブルーブルーブルーブル敷敷敷敷設事業設事業設事業設事業はははは離離離離島島島島地区地区地区地区においてもにおいてもにおいてもにおいても観光観光観光観光をををを初初初初めとするめとするめとするめとする医医医医
療療療療、、、、教育教育教育教育、、、、防災防災防災防災等等等等のののの分分分分野野野野でででで超超超超高高高高速速速速のブのブのブのブロロロローーーードドドドババババンンンンドドドド活活活活用用用用がががが可能可能可能可能となりとなりとなりとなり産産産産業振興業振興業振興業振興などなどなどなど離離離離島島島島
苦苦苦苦解解解解消消消消へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな一一一一歩歩歩歩となるとなるとなるとなる。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、財財財財政政政政にににに乏乏乏乏しいしいしいしい離離離離島島島島地域地域地域地域においてはにおいてはにおいてはにおいては地域地域地域地域のののの面面面面
整備整備整備整備（（（（各家庭各家庭各家庭各家庭へのへのへのへの引引引引きききき込込込込みみみみ））））へのへのへのへの事業事業事業事業費費費費捻捻捻捻出出出出がががが厳厳厳厳しいとしてしいとしてしいとしてしいとして県県県県のののの支援支援支援支援をををを要要要要請請請請しているしているしているしている。。。。知知知知
事事事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)))) 離離離離島出島出島出島出身児童生徒身児童生徒身児童生徒身児童生徒のためののためののためののための寄寄寄寄宿宿宿宿舎舎舎舎のののの整備事業整備事業整備事業整備事業がががが実実実実施施施施さささされているがれているがれているがれているが、、、、そのそのそのその進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと対対対対
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象象象象人人人人数数数数やややや入入入入寮寮寮寮費費費費等等等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。。。。ままままたたたた、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの公公公公約約約約ではではではでは相談相談相談相談員員員員のののの配置配置配置配置等等等等でででで生徒生徒生徒生徒のののの
日日日日常生常生常生常生活活活活をををを支援支援支援支援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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 知事公知事公知事公知事公約約約約のののの「「「「島島島島たびたびたびたび」」」」助成事業助成事業助成事業助成事業についてについてについてについて、、、、そのそのそのその背景背景背景背景とととと目目目目的的的的、、、、事業事業事業事業実実実実施施施施のののの時時時時期期期期等等等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。。。。

((((5555)))) 知事公知事公知事公知事公約約約約でででで離離離離島島島島のののの魅魅魅魅力力力力をををを発発発発信信信信するするするする着着着着地型体地型体地型体地型体験験験験交交交交流流流流観光観光観光観光をををを推進推進推進推進しししし、、、、広広広広域観光域観光域観光域観光のののの発発発発展展展展をををを図図図図
るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化、、、、自自自自然然然然環境環境環境環境やややや地地地地球環境球環境球環境球環境のののの保全保全保全保全・・・・再生再生再生再生・・・・創創創創出出出出にににに取取取取りりりり組組組組むとしているむとしているむとしているむとしている。。。。
そのそのそのその戦略戦略戦略戦略についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

4444 20202020分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは翁翁翁翁長県政長県政長県政長県政にににに対対対対してしてしてして距離距離距離距離をををを置置置置いたいたいたいた対応対応対応対応をしているようにをしているようにをしているようにをしているように思思思思えるがえるがえるがえるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような間間間間合合合合いいいい
のののの取取取取りりりり方方方方をするかをするかをするかをするか。。。。

((((2222)))) ことしはことしはことしはことしは敗敗敗敗戦後戦後戦後戦後77770000年年年年目目目目をををを迎迎迎迎えるえるえるえる節節節節目目目目のののの年年年年になるがになるがになるがになるが知事知事知事知事のののの沖縄沖縄沖縄沖縄戦後戦後戦後戦後史史史史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。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは選挙選挙選挙選挙中中中中「「「「誇誇誇誇りあるりあるりあるりある豊豊豊豊かかかかささささ」「」「」「」「イイイイデデデデオオオオロロロロギギギギーよりアイーよりアイーよりアイーよりアイディディディディンテンテンテンティィィィテテテティィィィーーーー」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを多多多多用用用用
したがそのしたがそのしたがそのしたがその意意意意味味味味するとこするとこするとこするところろろろはははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) ６６６６月月月月23232323日日日日のののの慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日のののの知事知事知事知事メメメメッッッッセセセセーーーージジジジについてについてについてについて起起起起草草草草委員委員委員委員会会会会をつくをつくをつくをつくっっっったらどうかたらどうかたらどうかたらどうか。。。。

((((5555)))) 「「「「アアアアジジジジアアアア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想」」」」のののの策定策定策定策定はははは、、、、今後今後今後今後のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの経済経済経済経済振興振興振興振興のののの核核核核になるものであるになるものであるになるものであるになるものである。。。。具体具体具体具体
的的的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。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事のののの政策政策政策政策のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて本格的本格的本格的本格的なななな予算予算予算予算編成編成編成編成をするをするをするをする初初初初年度年度年度年度になるがになるがになるがになるが、、、、どのようなとこどのようなとこどのようなとこどのようなところろろろにににに
重点重点重点重点をををを置置置置いたかいたかいたかいたか。。。。

2222 辺野辺野辺野辺野古移古移古移古移設設設設にににに関関関関連連連連してしてしてして

((((1111)))) 安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣のののの「「「「辺野辺野辺野辺野古移古移古移古移設設設設」」」」問題問題問題問題にににに対対対対するするするする対応対応対応対応はははは極極極極めてめてめてめて強強強強権権権権的的的的であるであるであるである。。。。前前前前県政県政県政県政のののの出出出出したしたしたした「「「「埋埋埋埋
立立立立承承承承認認認認」」」」をををを錦錦錦錦のののの御旗御旗御旗御旗にしてにしてにしてにして何何何何がががが何何何何でもでもでもでも工事工事工事工事をををを押押押押しししし通通通通してくるとしてくるとしてくるとしてくると予想予想予想予想さささされるれるれるれる。。。。県知事県知事県知事県知事としてとしてとしてとして相相相相
当当当当のののの覚覚覚覚悟悟悟悟がががが必必必必要要要要とととと思思思思わわわわれるがいかがかれるがいかがかれるがいかがかれるがいかがか。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事がががが防防防防衛衛衛衛局局局局にににに提出提出提出提出したしたしたした停止停止停止停止指示指示指示指示にににに対対対対してしてしてして岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕はははは適適適適法法法法とととと答答答答えているえているえているえている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 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年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止」」」」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ののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 「「「「埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認」」」」をををを検検検検証証証証するするするする第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会のののの任任任任務務務務はははは「「「「生生生生活環境活環境活環境活環境及及及及びびびび自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保全保全保全保全についてについてについてについて
のののの懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できないできないできないできない」（」（」（」（平平平平成成成成25252525年年年年11111111月月月月22229999日環境日環境日環境日環境生生生生活活活活部部部部））））ということからなということからなということからなということからなぜぜぜぜ前前前前知事知事知事知事がががが埋埋埋埋
立立立立承承承承認認認認にににに至至至至っっっったかというこのたかというこのたかというこのたかというこの間間間間のののの経過経過経過経過をををを検検検検証証証証することすることすることすることだだだだとととと考考考考えるがいかがかえるがいかがかえるがいかがかえるがいかがか。。。。

((((5555)))) ワワワワシントンシントンシントンシントン駐在駐在駐在駐在員員員員のののの配置配置配置配置がががが翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事でででで実実実実現現現現したしたしたした。。。。そのそのそのその役割役割役割役割をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 県県県県警警警警やややや海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁のののの過過過過剰剰剰剰警警警警備備備備はははは結結結結果果果果としてとしてとしてとして新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設にににに加担加担加担加担するものとなするものとなするものとなするものとなっっっっているているているている。。。。見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 米軍米軍米軍米軍雇雇雇雇用用用用のののの民民民民間間間間人警人警人警人警備備備備員員員員がががが県県県県民民民民をををを拘拘拘拘束束束束するするするする権限権限権限権限はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

3333 県県県県民民民民生生生生活活活活のののの実実実実態態態態についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり県県県県民所得民所得民所得民所得についてについてについてについて

((((2222)))) 本県本県本県本県のののの離婚率離婚率離婚率離婚率、、、、年間年間年間年間のののの結結結結婚婚婚婚とととと離婚離婚離婚離婚のののの数数数数についてについてについてについて

((((3333)))) 生生生生活活活活保保保保護護護護所所所所帯帯帯帯のののの数数数数についてについてについてについて

((((4444)))) 就就就就学支援学支援学支援学支援事業及事業及事業及事業及びびびび、、、、高高高高校校校校生生生生対対対対象象象象のののの事業事業事業事業のののの対対対対象象象象者者者者数数数数はははは。。。。

((((5555)))) ひひひひとりとりとりとり親親親親所所所所帯帯帯帯のののの数数数数についてについてについてについて、、、、ままままたそのたそのたそのたその比率比率比率比率はははは。。。。

((((6666)))) 「「「「子供子供子供子供のののの貧困率貧困率貧困率貧困率」」」」についてについてについてについて沖縄沖縄沖縄沖縄はいかはいかはいかはいかほほほほどかどかどかどか、、、、全全全全国国国国とのとのとのとの比較比較比較比較ではどうかではどうかではどうかではどうか。。。。

4444 待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消についてについてについてについて

((((1111)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童についてのについてのについてのについての県内県内県内県内のののの現状現状現状現状。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと市町市町市町市町村村村村のののの事業計画事業計画事業計画事業計画はははは。。。。

((((3333)))) 保育保育保育保育士士士士のののの確保確保確保確保はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

5555 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて
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((((1111)))) 知事知事知事知事のののの所所所所信表明信表明信表明信表明によれによれによれによればばばば平平平平成成成成33333333年度年度年度年度ままままでにでにでにでに観光観光観光観光収収収収入入入入１１１１兆円兆円兆円兆円超超超超。。。。入入入入域観光客域観光客域観光客域観光客数数数数1000100010001000万人万人万人万人
超超超超のののの達達達達成成成成をををを目指目指目指目指すとなすとなすとなすとなっっっっているているているている。。。。個個個個人人人人消消消消費費費費額額額額ではではではでは１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり２２２２万円万円万円万円以以以以上上上上のののの増増増増ということということということということだだだだがががが
どのようにどのようにどのようにどのように達達達達成成成成するかするかするかするか。。。。ままままたたたた年年年年次次次次計画計画計画計画はははは。。。。

((((2222)))) 台湾台湾台湾台湾やややや中国中国中国中国をををを初初初初めとするめとするめとするめとする外国人外国人外国人外国人観光客観光客観光客観光客のののの定定定定着着着着・・・・増加増加増加増加策策策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)))) 観光観光観光観光産産産産業業業業にににに従従従従事事事事するするするする人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するためするためするためするため、、、、芸芸芸芸大大大大にににに観光観光観光観光学学学学部部部部をををを新設新設新設新設してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

6666 交通政策交通政策交通政策交通政策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄鉄道沖縄鉄道沖縄鉄道沖縄鉄道導導導導入入入入にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの緩和緩和緩和緩和ととととババババススススレレレレーンのーンのーンのーンの延延延延長長長長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 北北北北部地域部地域部地域部地域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)))) 県県県県立北立北立北立北部部部部病院病院病院病院のののの充充充充実実実実、、、、強化強化強化強化についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) ユユユユニニニニババババーーーーササササル・スル・スル・スル・スタタタタジジジジオ・オ・オ・オ・ジャジャジャジャパンパンパンパン（（（（ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ））））のののの誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて

8888 地場地場地場地場産産産産業業業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
泡泡泡泡盛盛盛盛出出出出荷量荷量荷量荷量のののの減少減少減少減少がががが懸念懸念懸念懸念さささされているれているれているれている。。。。現状現状現状現状とととと県県県県のののの対応対応対応対応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

5555 20202020分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民のののの88880000....2222％％％％はははは辺野辺野辺野辺野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設にににに反反反反対対対対しているしているしているしている。。。。にもかかにもかかにもかかにもかかわわわわららららずずずず安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権はははは聞聞聞聞くくくく
耳耳耳耳をををを持持持持たたたたずずずず強強強強引引引引にににに建建建建設設設設をををを推推推推しししし進進進進めようとしているめようとしているめようとしているめようとしている。「。「。「。「第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会」」」」でででで検検検検証作証作証作証作業業業業をををを進進進進めつめつめつめつ
つもつもつもつも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県県県県外外外外・・・・国外移国外移国外移国外移設設設設、、、、早期早期早期早期返還返還返還返還をををを求求求求めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないならないならないならない。。。。知事知事知事知事はどのようはどのようはどのようはどのよう
にににに対応対応対応対応していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((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年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止についてについてについてについて（（（（運用停止運用停止運用停止運用停止のののの起点起点起点起点はははは2014201420142014年年年年２２２２月月月月11118888日日日日））））アアアアメメメメリリリリカカカカ
側側側側はははは５５５５年年年年でのでのでのでの運用停止運用停止運用停止運用停止はははは論外論外論外論外とのとのとのとの認識認識認識認識のようのようのようのようだだだだ。。。。普天間普天間普天間普天間のののの危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去のためののためののためののため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。。。。

((((3333)))) 日日日日米地位米地位米地位米地位協協協協定定定定のののの改定改定改定改定にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは絶絶絶絶えることなくえることなくえることなくえることなく取取取取りりりり組組組組ままままなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない。。。。知事知事知事知事
のののの決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 福祉福祉福祉福祉関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新規規規規事業事業事業事業としてとしてとしてとして精神精神精神精神障害障害障害障害者地域者地域者地域者地域移移移移行行行行・・・・地域定地域定地域定地域定着促着促着促着促進基金事業進基金事業進基金事業進基金事業にににに888803030303万万万万1000100010001000円円円円がががが計計計計上上上上ささささ
れているれているれているれている。。。。精神精神精神精神障害障害障害障害者者者者のののの地域地域地域地域移移移移行行行行・・・・地域定地域定地域定地域定着着着着をををを促促促促進進進進するためのするためのするためのするための体制整備体制整備体制整備体制整備をするとのことをするとのことをするとのことをするとのことだだだだ
がががが、、、、現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、具体的具体的具体的具体的にはどにはどにはどにはどんんんんなことをなことをなことをなことを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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮者自者自者自者自立支援立支援立支援立支援事業事業事業事業（（（（１１１１億億億億3636363677776666万万万万4000400040004000円円円円））））がががが自自自自立支援立支援立支援立支援にににに寄寄寄寄与与与与するためにきめするためにきめするためにきめするためにきめ細細細細かなかなかなかな
対策対策対策対策がががが必必必必要要要要だだだだとととと思思思思うううう。。。。どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組むのかむのかむのかむのか伺伺伺伺うううう。。。。

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

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困率貧困率貧困率貧困率のののの国国国国内内内内平平平平均均均均はははは16161616....3333％％％％であるであるであるである。。。。沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内はははは失失失失業業業業率率率率・・・・離婚率離婚率離婚率離婚率がががが日日日日本本本本一一一一高高高高いいいい。。。。そそそそ
のようなのようなのようなのような中中中中でででで、、、、子供子供子供子供のののの置置置置かれたかれたかれたかれた状況状況状況状況はははは厳厳厳厳しいものがあるしいものがあるしいものがあるしいものがある。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県独独独独自自自自のののの子供子供子供子供のののの貧困率貧困率貧困率貧困率がががが
どうなのかどうなのかどうなのかどうなのか。。。。調調調調査査査査がががが必必必必要要要要だだだだととと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。。。。

((((2222)))) 子供子供子供子供のののの居居居居場場場場所所所所づづづづくりについてくりについてくりについてくりについて、、、、地域地域地域地域のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが大大大大切切切切であるであるであるである。。。。どのどのどのどの子子子子もももも地域地域地域地域のののの中中中中でででで生生生生
きききき生生生生きときときときと輝輝輝輝いていていていてほほほほしいしいしいしい。。。。そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも子子子子ども・ども・ども・ども・若若若若者育成者育成者育成者育成支援支援支援支援事業事業事業事業のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割はははは大大大大きいときいときいときいと
思思思思うううう。。。。居居居居場場場場所所所所づづづづくりのくりのくりのくりの現状現状現状現状とととと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 教育関教育関教育関教育関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 2014201420142014年度年度年度年度はははは全全全全国学力国学力国学力国学力調調調調査査査査でででで24242424位位位位とととと成成成成績績績績がががが向向向向上上上上したしたしたした。。。。次次次次年度年度年度年度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はどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。
ままままたたたた中学校中学校中学校中学校についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内外国外国外国外国公公公公立立立立大大大大学学学学へのへのへのへの進進進進学学学学についてについてについてについて過過過過去去去去５５５５年分年分年分年分のののの実実実実績績績績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離離離離島島島島読読読読書活書活書活書活動動動動充充充充実実実実事業事業事業事業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 ５５５５歳児歳児歳児歳児保育保育保育保育についてについてについてについて

((((1111)))) 次次次次年度年度年度年度からからからから学学学学童童童童クラブにクラブにクラブにクラブに行行行行けないけないけないけない５５５５歳児歳児歳児歳児がががが約約約約1000100010001000名名名名いるというがいるというがいるというがいるというが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか
伺伺伺伺うううう。。。。

6666 辺野辺野辺野辺野古古古古におけるにおけるにおけるにおける県県県県警警警警のののの横暴横暴横暴横暴についてについてについてについて

((((1111)))) 2015201520152015年年年年１１１１月月月月15151515日日日日８８８８時時時時30303030分分分分ごろごろごろごろ、、、、辺野辺野辺野辺野古古古古キャキャキャキャンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュワュワュワュワブブブブ前前前前においてにおいてにおいてにおいて県県県県警警警警ががががババババリリリリケケケケーーーードドドドをつをつをつをつ
くりくりくりくり五五五五、、、、六十六十六十六十人人人人ほほほほどのどのどのどの県県県県民民民民ををををフフフフェェェェンスンスンスンス沿沿沿沿いにいにいにいに押押押押しししし込込込込んんんんでいたでいたでいたでいた。。。。私私私私はははは最初最初最初最初何何何何がががが起起起起ここここっっっっているているているている
のかのかのかのかわわわわからなかからなかからなかからなかっっっったがたがたがたが、、、、中中中中にににに閉閉閉閉じじじじ込込込込められためられためられためられた人人人人がががが「「「「トイトイトイトイレレレレにににに行行行行かかかかせせせせてててて」」」」とととと言言言言っっっってもてもてもても出出出出してもらしてもらしてもらしてもら
えないえないえないえない状況状況状況状況だだだだということがということがということがということがわわわわかかかかっっっったたたた。。。。生生生生理現理現理現理現象象象象をもをもをもをも認認認認めようとしないめようとしないめようとしないめようとしない県県県県警警警警にににに腹腹腹腹がががが立立立立ちちちち「「「「人人人人権権権権
侵侵侵侵害害害害だだだだ」、「」、「」、「」、「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るるるる」」」」とととと言言言言っっっったらたらたらたらやっやっやっやっととととババババリリリリケケケケーーーードドドドをををを解解解解いたいたいたいた。。。。県県県県警警警警ののののややややりりりり方方方方についについについについ
てててて責任責任責任責任をををを問問問問うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

6666 20202020分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 辺野辺野辺野辺野古古古古新基地問題新基地問題新基地問題新基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野辺野辺野辺野古古古古につくられようとしているにつくられようとしているにつくられようとしているにつくられようとしている基地基地基地基地はははは強強強強大大大大なななな新基地新基地新基地新基地ではないかではないかではないかではないか、、、、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)))) 海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊はははは日日日日本本本本をををを守守守守るるるる軍隊軍隊軍隊軍隊ではないではないではないではない。。。。世界世界世界世界へのへのへのへの殴殴殴殴りりりり込込込込みのみのみのみの軍隊軍隊軍隊軍隊ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 辺野辺野辺野辺野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をあらをあらをあらをあらゆゆゆゆるるるる手手手手法法法法をををを行行行行使使使使してしてしてして阻阻阻阻止止止止するするするする知事知事知事知事のののの決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 辺野辺野辺野辺野古古古古でででで防防防防衛衛衛衛局局局局がががが強強強強行行行行しているしているしているしている工事工事工事工事はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県環境環境環境環境基本基本基本基本条条条条例例例例にににに違反違反違反違反しているのではなしているのではなしているのではなしているのではな
いかいかいかいか。。。。

((((5555)))) 民意民意民意民意をををを無無無無視視視視したしたしたした工事工事工事工事強強強強行行行行にににに抗抗抗抗議議議議するするするする県県県県民民民民をををを米軍米軍米軍米軍がががが不不不不当当当当にににに拘拘拘拘束束束束したことはしたことはしたことはしたことは断断断断じじじじてててて許許許許せせせせなななな
いいいい。。。。銃剣銃剣銃剣銃剣とブルとブルとブルとブルドドドドーーーーザザザザーでーでーでーで土土土土地地地地をををを奪奪奪奪いいいい居座居座居座居座りりりり続続続続けているのはけているのはけているのはけているのは米軍米軍米軍米軍ではないかではないかではないかではないか。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済とととと米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済発発発発展展展展のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因」」」」というというというという認識認識認識認識からからからから、「、「、「、「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを撤撤撤撤去去去去すれすれすれすればばばば沖縄沖縄沖縄沖縄はははは
大大大大きくきくきくきく発発発発展展展展するするするする」」」」というというというという認識認識認識認識にににに深深深深めるめるめるめる必必必必要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。

((((2222)))) このこのこのこの認識認識認識認識をををを含含含含めめめめ、、、、基地基地基地基地のののの実実実実態態態態をををを全県全県全県全県民民民民、、、、全全全全国民国民国民国民、、、、世界世界世界世界のののの人人人人々々々々のののの共通共通共通共通のののの認識認識認識認識にするためにするためにするためにするため
にににに、、、、これこれこれこれままままでもでもでもでも提起提起提起提起してきたしてきたしてきたしてきたチチチチラシラシラシラシややややパンパンパンパンフレフレフレフレットのットのットのットの作作作作成成成成とととと世界世界世界世界やややや全全全全国国国国へのへのへのへの配配配配布布布布などがなどがなどがなどが急急急急がががが
れるれるれるれる。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの訪訪訪訪米計画米計画米計画米計画とのとのとのとの関係関係関係関係でもでもでもでも急急急急ぐぐぐぐ必必必必要要要要はないかはないかはないかはないか。。。。

3333 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興予算予算予算予算についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画はははは基地基地基地基地とのとのとのとの引引引引きかえではないはきかえではないはきかえではないはきかえではないはずずずずだだだだ。。。。沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画のののの原点原点原点原点とはそもそもとはそもそもとはそもそもとはそもそも何何何何
だっだっだっだったのかたのかたのかたのか。。。。基地基地基地基地とととと引引引引きかえなのかきかえなのかきかえなのかきかえなのか、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府のののの振興振興振興振興予算予算予算予算のののの削減削減削減削減はははは許許許許せせせせないないないない。。。。今今今今回回回回のののの政府政府政府政府のののの振興振興振興振興予算予算予算予算減額減額減額減額のののの口口口口実実実実にににに不不不不用用用用額額額額やややや繰繰繰繰
越額越額越額越額などがなどがなどがなどが挙挙挙挙げげげげられているられているられているられている。。。。そのそのそのその口口口口実実実実をををを与与与与えないようにすべきであるえないようにすべきであるえないようにすべきであるえないようにすべきである。。。。

((((3333)))) 基地基地基地基地とのとのとのとの引引引引きかえできかえできかえできかえで沖縄沖縄沖縄沖縄だだだだけけけけ特別特別特別特別にににに多多多多くくくく国国国国のののの予算予算予算予算をもらをもらをもらをもらっっっっているとのているとのているとのているとの誤誤誤誤解解解解があるがあるがあるがある。。。。ままままたたたた、、、、内内内内
閣閣閣閣府府府府一一一一括括括括計計計計上上上上というというというという他他他他のののの都都都都道府県道府県道府県道府県のののの予算予算予算予算計計計計上上上上のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの違違違違いいいいやややや、、、、一一一一括括括括交交交交付付付付金金金金というというというという仕仕仕仕組組組組
みもそのみもそのみもそのみもその要要要要因因因因になになになになっっっっているのではないかているのではないかているのではないかているのではないか。。。。誤誤誤誤解解解解をををを解解解解きききき、、、、正正正正しいしいしいしい理解理解理解理解をををを広広広広げげげげることがることがることがることが重重重重要要要要でででで
はないかはないかはないかはないか。。。。

((((4444)))) 名名名名護護護護市市市市がががが基地基地基地基地再再再再編交編交編交編交付付付付金金金金をををを凍凍凍凍結結結結さささされながられながられながられながら、、、、予算予算予算予算ををををふふふふややややしししし、、、、健健健健全全全全なななな財財財財政運政運政運政運営営営営をををを行行行行っっっっていていていてい
るとるとるとるとママママススススココココミミミミでもでもでもでも評価評価評価評価さささされているがれているがれているがれているが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような努努努努力力力力をををを行行行行っっっったたたた結結結結果果果果なのかなのかなのかなのか。。。。ままままたたたた、、、、それについそれについそれについそれについ
てのてのてのての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)))) 名名名名護護護護市市市市はははは各各各各省省省省庁庁庁庁予算予算予算予算についてについてについてについて研究研究研究研究しししし、、、、いいいいろろろろんんんんなななな知知知知恵恵恵恵をををを出出出出してしてしてして予算予算予算予算をををを引引引引きききき出出出出してきたとしてきたとしてきたとしてきたと聞聞聞聞
いたがいたがいたがいたが、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても参参参参考考考考にしてにしてにしてにして、、、、各各各各省省省省庁庁庁庁のののの予算予算予算予算をををを引引引引きききき出出出出すすすす研究研究研究研究をををを深深深深めてもらいたいめてもらいたいめてもらいたいめてもらいたい。。。。

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)))) 全全全全学学学学年年年年でのでのでのでの30303030人学人学人学人学級級級級実実実実現現現現へのへのへのへの決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減少減少減少減少症症症症のののの被被被被害害害害者者者者救救救救済済済済についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 西原西原西原西原小小小小学校学校学校学校でででで起起起起ここここっっっったたたた事事事事故故故故のののの被被被被害害害害救救救救済済済済がががが、、、、長長長長期期期期間間間間ににににわわわわたたたたっっっってなてなてなてなさささされていないことにれていないことにれていないことにれていないことに憤憤憤憤りりりり
ささささええええ覚覚覚覚えるえるえるえる。。。。ままままずずずず、、、、学校学校学校学校でででで起起起起ここここっっっったたたた児童児童児童児童のののの救救救救済済済済がががが第第第第一一一一というというというという立立立立場場場場にににに立立立立つべきではないかつべきではないかつべきではないかつべきではないか。。。。
保険保険保険保険のののの補補補補償償償償のののの範囲範囲範囲範囲のののの議論議論議論議論にににに陥陥陥陥っっっっているのでないかているのでないかているのでないかているのでないか。。。。県教育県教育県教育県教育庁庁庁庁としてとしてとしてとして解決解決解決解決すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後のののの学校学校学校学校事事事事故故故故へのへのへのへの対応対応対応対応もももも改改改改善善善善すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((3333)))) 第第第第一一一一次次次次中中中中城城城城御御御御殿跡殿跡殿跡殿跡からからからから、、、、貴重貴重貴重貴重なななな井戸井戸井戸井戸がががが発発発発掘掘掘掘さささされたれたれたれた。。。。校校校校舎建舎建舎建舎建築築築築のののの妨妨妨妨げげげげにならないようなのにならないようなのにならないようなのにならないようなの
でででで保保保保存存存存すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。ささささらにらにらにらに、、、、当当当当時時時時のののの石畳石畳石畳石畳やややや石垣石垣石垣石垣などもなどもなどもなども出出出出現現現現しているがしているがしているがしているが、、、、校校校校舎舎舎舎整備整備整備整備のののの
中中中中にににに取取取取りりりり組組組組むことをむことをむことをむことを検討検討検討検討してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

5555 旧旧旧旧特別特別特別特別自由自由自由自由貿易貿易貿易貿易地域地域地域地域についてについてについてについて
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((((1111)))) 県県県県のののの財財財財政政政政負負負負担担担担になになになになっっっってきたことについててきたことについててきたことについててきたことについて検検検検証証証証をきをきをきをきちちちちんんんんとととと行行行行いいいい、、、、総総総総括括括括することがすることがすることがすることが大事大事大事大事ではなではなではなではな
いかいかいかいか。。。。

((((2222)))) 財財財財政政政政負負負負担担担担をををを軽軽軽軽減減減減するためにするためにするためにするために、、、、用用用用途途途途変変変変更更更更、、、、暫暫暫暫定的定的定的定的なななな土土土土地地地地のののの貸貸貸貸しししし付付付付けけけけ、、、、暫暫暫暫定的定的定的定的なななな野野野野球球球球、、、、ササササッッッッ
カカカカーーーー、、、、グラングラングラングランドドドドゴゴゴゴルルルルフフフフ、、、、パークパークパークパークゴゴゴゴルルルルフフフフなどのできるなどのできるなどのできるなどのできる広広広広場場場場などをなどをなどをなどを含含含含めめめめ、、、、有有有有効効効効なななな活活活活用方用方用方用方法法法法もももも、、、、県県県県
議議議議会会会会やややや関係者関係者関係者関係者などのなどのなどのなどの意意意意見見見見やややや知知知知恵恵恵恵をををを集集集集めてめてめてめて検討検討検討検討することがすることがすることがすることが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。

6666 県県県県営住宅営住宅営住宅営住宅のののの家家家家賃賃賃賃支支支支払払払払いいいい困困困困難難難難にににに陥陥陥陥っっっったたたた県県県県民民民民へのへのへのへ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

((((1111)))) 公公公公営住宅営住宅営住宅営住宅法法法法のののの目目目目的的的的はははは、「、「、「、「住宅住宅住宅住宅にににに困窮困窮困窮困窮するするするする低低低低額額額額所得所得所得所得者者者者にににに対対対対してしてしてして低廉低廉低廉低廉なななな家家家家賃賃賃賃でででで賃貸賃貸賃貸賃貸しししし、、、、又又又又はははは
転貸転貸転貸転貸することによりすることによりすることによりすることにより、、、、国民国民国民国民生生生生活活活活のののの安安安安定定定定とととと社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉のののの増増増増進進進進にににに寄寄寄寄与与与与するするするする」」」」ことではないかことではないかことではないかことではないか。。。。全全全全国国国国
一一一一低低低低いいいい県県県県民所得民所得民所得民所得、、、、非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの増増増増大大大大などなどなどなど、、、、低低低低額額額額所得所得所得所得者者者者がががが増増増増大大大大しているもとでしているもとでしているもとでしているもとで、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの
公公公公営住宅営住宅営住宅営住宅のののの役割役割役割役割ははははまままますすすすまままますすすす重重重重要要要要になになになになっっっっているのではないかているのではないかているのではないかているのではないか。。。。

((((2222)))) そのそのそのその立立立立場場場場からからからから、、、、家家家家賃賃賃賃支支支支払払払払いがいがいがいが滞滞滞滞っっっっているているているている県県県県民民民民へのへのへのへの対応対応対応対応もももも、、、、機機機機械械械械的対応的対応的対応的対応ではなくではなくではなくではなく親身親身親身親身にににに対対対対
応応応応すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((3333)))) 減減減減免免免免減額減額減額減額制度制度制度制度ををををささささらにらにらにらに拡充拡充拡充拡充すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

((((4444)))) 福祉福祉福祉福祉部部部部門門門門とのとのとのとの連携連携連携連携をををを密密密密にしてにしてにしてにして、、、、他他他他のののの制度制度制度制度でのでのでのでの救救救救済済済済方方方方法法法法はないかをはないかをはないかをはないかを含含含含めめめめ親切親切親切親切にににに対応対応対応対応すべきすべきすべきすべき
であるであるであるである。。。。そのためのそのためのそのためのそのための福祉福祉福祉福祉制度制度制度制度などをなどをなどをなどを熟熟熟熟知知知知したしたしたした、、、、社社社社会会会会福祉士福祉士福祉士福祉士あるいはあるいはあるいはあるいはケケケケースースースースワワワワーーーーカカカカーをーをーをーを配置配置配置配置
しししし、、、、親身親身親身親身なななな相談相談相談相談、、、、支援支援支援支援体制体制体制体制をとをとをとをとっっっってもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。。。。

7777 県県県県管管管管理理理理のののの河川河川河川河川でででで溺溺溺溺れていたれていたれていたれていた県県県県民民民民がががが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市消消消消防協議防協議防協議防協議会会会会ががががボボボボランテランテランテランティィィィアアアア活活活活動動動動でででで設設設設置置置置したしたしたしたペペペペットットットット
ボボボボトルトルトルトル救救救救助助助助浮浮浮浮具具具具でででで救救救救助助助助さささされたれたれたれた。。。。河川河川河川河川管管管管理者理者理者理者としてのとしてのとしてのとしての見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、「、「、「、「協働協働協働協働ののののままままちちちちづづづづ
くりをくりをくりをくりを県全体県全体県全体県全体でででで推進推進推進推進ししししまままますすすす。」。」。」。」とととと表明表明表明表明したがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの機機機機会会会会にににに、、、、このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを全県全県全県全県のののの河川河川河川河川やややや海海海海岸岸岸岸
線線線線にににに県県県県がががが主主主主導導導導してしてしてして広広広広げげげげることができれることができれることができれることができればばばばとととと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて



10

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

7777 20202020分分分分 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 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地とととと県県県県経済経済経済経済についてについてについてについて
　知事　知事　知事　知事はははは、「、「、「、「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済発発発発展展展展のののの最最最最大大大大のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因であるであるであるである」」」」とととと繰繰繰繰りりりり返返返返しししし述述述述べられているべられているべられているべられている。。。。
阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、そのそのそのその実実実実相相相相をををを政府政府政府政府初初初初めめめめ県内県内県内県内外外外外へへへへ発発発発信信信信するためするためするためするため、、、、ささささらにらにらにらに本県本県本県本県がががが主主主主体的体的体的体的
にににに不不不不利利利利益益益益をををを解解解解消消消消するためするためするためするため次次次次のののの質問質問質問質問をするをするをするをする。。。。

((((1111)))) 基地基地基地基地があるががあるががあるががあるがゆゆゆゆえのえのえのえの弊弊弊弊害害害害としてとしてとしてとして挙挙挙挙げげげげられるられるられるられる問題問題問題問題にはどのようなものがあるかにはどのようなものがあるかにはどのようなものがあるかにはどのようなものがあるか、、、、それらはそれらはそれらはそれらは数数数数値値値値
化化化化さささされているかれているかれているかれているか。。。。

((((2222)))) 米軍等米軍等米軍等米軍等によるによるによるによる事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故がががが発発発発生生生生するするするする都都都都度度度度、、、、県県県県議議議議会会会会はははは日日日日米米米米両両両両政府及政府及政府及政府及びびびび米軍関係者等米軍関係者等米軍関係者等米軍関係者等にににに直直直直
接接接接要要要要請請請請・・・・抗抗抗抗議議議議をををを行行行行っっっっているがているがているがているが、、、、復帰復帰復帰復帰後今日後今日後今日後今日ままままでのでのでのでの回数回数回数回数とととと要要要要したしたしたした経費経費経費経費はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、このこのこのこの経費経費経費経費はははは
県県県県民民民民のののの血血血血税税税税がががが使使使使わわわわれたことになるがれたことになるがれたことになるがれたことになるが、、、、これもこれもこれもこれも基地基地基地基地があるががあるががあるががあるがゆゆゆゆえのえのえのえの弊弊弊弊害害害害であるとであるとであるとであると思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。
知事知事知事知事のののの認識認識認識認識・・・・所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 日日日日々数々数々数々数値値値値がががが変変変変動動動動しているとしているとしているとしていると思思思思わわわわれるれるれるれる既既既既返還基地返還基地返還基地返還基地跡跡跡跡地地地地（（（（那覇新那覇新那覇新那覇新都都都都心心心心地区地区地区地区、、、、小小小小禄禄禄禄金金金金城城城城地区地区地区地区、、、、
桑江桑江桑江桑江・・・・北前北前北前北前地区地区地区地区））））のののの直直直直近近近近のののの経済活経済活経済活経済活動動動動によるによるによるによる直直直直接接接接経済経済経済経済効果効果効果効果はははは、、、、３３３３地区地区地区地区合合合合計計計計でででで幾幾幾幾らからからからか、、、、ままままたたたた、、、、
雇雇雇雇用者用者用者用者数数数数はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ返還返還返還返還前前前前のののの何何何何倍倍倍倍になるかになるかになるかになるか。。。。

((((4444)))) 返還返還返還返還予予予予定基地定基地定基地定基地跡跡跡跡地地地地（（（（キャキャキャキャンプンプンプンプ桑江桑江桑江桑江、、、、キャキャキャキャンプンプンプンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場、、、、牧牧牧牧港補港補港補港補給給給給地区地区地区地区、、、、那那那那
覇港覇港覇港覇港湾湾湾湾施設施設施設施設））））のののの経済活経済活経済活経済活動動動動によるによるによるによる直直直直接接接接経済経済経済経済効果効果効果効果はははは５５５５地区地区地区地区合合合合計計計計でででで幾幾幾幾らからからからか、、、、ままままたたたた、、、、雇雇雇雇用者用者用者用者数数数数はははは
何何何何名見込名見込名見込名見込ままままれているかれているかれているかれているか、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ返還返還返還返還前前前前のののの何何何何倍倍倍倍になるかになるかになるかになるか。。。。

((((5555)))) 嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地のののの経済経済経済経済効果及効果及効果及効果及びびびび雇雇雇雇用効果用効果用効果用効果についてについてについてについて試試試試算算算算さささされているかれているかれているかれているか、、、、ままままたたたた、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納以以以以北北北北にににに
ついてはどうかついてはどうかついてはどうかついてはどうか、、、、試試試試算算算算さささされていないとするとれていないとするとれていないとするとれていないとすると課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事はははは、、、、本県本県本県本県がががが米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの存存存存在在在在によりいかにによりいかにによりいかにによりいかに経済経済経済経済的的的的不不不不利利利利益益益益をををを受受受受けけけけ続続続続けているかけているかけているかけているか、、、、そのそのそのその詳詳詳詳
細細細細をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし政府政府政府政府やややや他他他他のののの都都都都道府県道府県道府県道府県、、、、ささささらにらにらにらに米米米米国国国国にににに発発発発信信信信すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識・・・・
所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 福祉福祉福祉福祉・・・・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
　保育　保育　保育　保育やややや幼幼幼幼児児児児教育教育教育教育にににに関関関関しししし来来来来るるるる４４４４月月月月からからからから「「「「子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援新制度新制度新制度新制度」」」」がががが施行施行施行施行さささされるれるれるれる、、、、本県本県本県本県のののの取取取取
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以以以以下下下下質問質問質問質問するするするする。。。。

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの待待待待機機機機児童児童児童児童のののの定定定定義義義義とととと待待待待機機機機児童数児童数児童数児童数をををを問問問問うううう、、、、本県本県本県本県のののの待待待待機機機機児童数児童数児童数児童数はははは全全全全国国国国的的的的にににに見見見見てどのようてどのようてどのようてどのよう
なななな位位位位置置置置にあるかにあるかにあるかにあるか。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県はははは、、、、平平平平成成成成22229999年度年度年度年度をををを目目目目途途途途にににに待待待待機機機機児童児童児童児童ゼロゼロゼロゼロをををを目指目指目指目指すとしているがすとしているがすとしているがすとしているが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消のためにはのためにはのためにはのためには保育保育保育保育士士士士のののの確保確保確保確保がががが課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが、、、、見通見通見通見通しとしとしとしと対策対策対策対策についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 国国国国によるによるによるによる本県本県本県本県のののの保育保育保育保育所所所所運運運運営営営営費費費費はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか、、、、保育保育保育保育士士士士のののの処処処処遇遇遇遇改改改改善善善善をををを図図図図るにはるにはるにはるには運運運運営営営営費費費費
のののの見直見直見直見直しがしがしがしが必必必必須須須須とととと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((5555)))) 新制度新制度新制度新制度においてにおいてにおいてにおいて５５５５歳児歳児歳児歳児のののの学学学学童童童童保育保育保育保育がががが除除除除外外外外対対対対象象象象となるがとなるがとなるがとなるが、、、、そのそのそのその対策対策対策対策はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

3333 医療医療医療医療行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 医医医医師師師師確保確保確保確保にににに関関関関しししし４４４４名名名名のののの専専専専従従従従をををを配置配置配置配置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、、、、県県県県民民民民はははは大大大大きなきなきなきな期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せせせせているているているている、、、、これこれこれこれ
ままままでのでのでのでの対策対策対策対策とのとのとのとの違違違違いといといといと決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 八八八八重重重重山山山山病院病院病院病院についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県としてとしてとしてとして県県県県立立立立八八八八重重重重山山山山病院病院病院病院のののの位位位位置置置置づづづづけけけけやややや役割役割役割役割はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか、、、、ままままたたたた、、、、当当当当該該該該地域地域地域地域のののの役割役割役割役割
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 昨昨昨昨今今今今、、、、建建建建築費築費築費築費のののの高高高高騰騰騰騰がががが取取取取りりりりざざざざたたたたさささされているがれているがれているがれているが、、、、総総総総額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、離離離離島島島島ゆゆゆゆえのえのえのえのココココストストストスト高高高高はははは幾幾幾幾らららら
かかかか。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月04040404    日日日日((((水水水水))))

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

8888 20202020分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　瑞己瑞己瑞己瑞己（（（（うまんちゅのうまんちゅのうまんちゅのうまんちゅの会会会会）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 昨昨昨昨年年年年のののの沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事選挙選挙選挙選挙やややや衆衆衆衆議院議院議院議院選挙選挙選挙選挙ではではではでは、、、、辺野辺野辺野辺野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をををを許許許許ささささないないないない「「「「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」
のののの候候候候補者補者補者補者がががが勝勝勝勝利利利利したしたしたした。。。。保保保保守守守守・・・・革革革革新新新新のののの政政政政治治治治的的的的立立立立場場場場のののの違違違違いをいをいをいを超超超超えたえたえたえた「「「「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」のののの意義意義意義意義とととと、、、、
歴史歴史歴史歴史的的的的選挙選挙選挙選挙勝勝勝勝利利利利のののの要要要要因因因因についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは2015201520152015年度県政運年度県政運年度県政運年度県政運営営営営方方方方針針針針のののの中中中中でででで、、、、建建建建白白白白書書書書のののの精神精神精神精神にににに基基基基づづづづきききき辺野辺野辺野辺野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設
にににに反反反反対対対対することをすることをすることをすることを県政運県政運県政運県政運営営営営のののの柱柱柱柱にににに据据据据えるとえるとえるとえると強強強強調調調調したしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの基地問題解決基地問題解決基地問題解決基地問題解決にににに対対対対するするするする不不不不退退退退
転転転転のののの決決決決意意意意とととと行行行行動動動動にににに県県県県民民民民はははは励励励励まさまさまさまされれれれ、、、、新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をををを許許許許ささささないないないない島島島島ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの闘闘闘闘いはいはいはいはささささらにらにらにらに大大大大きくきくきくきく
広広広広ががががっっっっているているているている。。。。辺野辺野辺野辺野古古古古新基地新基地新基地新基地建建建建設設設設をををを阻阻阻阻止止止止していくしていくしていくしていく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 国民国民国民国民健康健康健康健康保険制度保険制度保険制度保険制度におけるにおけるにおけるにおける前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者交者交者交者交付付付付金金金金不不不不足足足足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)))) 前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者交者交者交者交付付付付金金金金不不不不足足足足問題問題問題問題によによによによっっっってててて県内市町県内市町県内市町県内市町村村村村にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響があがあがあがあっっっったかたかたかたか。。。。ままままたたたた、、、、国国国国
のののの財財財財政政政政支援支援支援支援についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは国国国国にににに対対対対してしてしてして引引引引きききき続続続続きききき財財財財政政政政支援支援支援支援をををを要要要要請請請請するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、県県県県独独独独自自自自にににに県内市町県内市町県内市町県内市町村村村村へのへのへのへの
支援支援支援支援をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

3333 「「「「子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援新制度新制度新制度新制度」」」」におけるにおけるにおけるにおける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

((((1111)))) 新制度新制度新制度新制度ではではではでは５５５５歳児歳児歳児歳児はははは学学学学童童童童保育保育保育保育をををを利利利利用用用用できなくなるできなくなるできなくなるできなくなる。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは経過経過経過経過措措措措置置置置をををを含含含含めためためためた支援支援支援支援などなどなどなど
積極的積極的積極的積極的役割役割役割役割をををを果果果果たすべきであるたすべきであるたすべきであるたすべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 保育保育保育保育所所所所でのでのでのでの５５５５歳児歳児歳児歳児保育保育保育保育ののののニニニニーーーーズズズズがががが増加増加増加増加するとするとするとすると予予予予測測測測さささされるれるれるれる。。。。５５５５歳児歳児歳児歳児保育保育保育保育のののの定定定定員増員増員増員増やややや、、、、保育保育保育保育
士士士士のののの確保確保確保確保などなどなどなど支援支援支援支援をををを急急急急ぐぐぐぐべきであるべきであるべきであるべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育についてについてについてについて、、、、預預預預かりかりかりかり時間時間時間時間のののの延延延延長長長長、、、、給食給食給食給食のののの実実実実施施施施、、、、土土土土曜曜曜曜日日日日のののの利利利利用用用用などなどなどなど、、、、保保保保
護護護護者者者者ののののニニニニーーーーズズズズにににに応応応応えるべきであるえるべきであるえるべきであるえるべきである。。。。同同同同時時時時にににに、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教教教教職員職員職員職員のののの待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善やややや体制体制体制体制強化強化強化強化はははは、、、、
「「「「保育保育保育保育のののの質質質質」」」」をををを確保確保確保確保するためにもするためにもするためにもするためにも重重重重要要要要であるであるであるである。。。。対応対応対応対応とととと見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

4444 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消計画計画計画計画におけるにおけるにおけるにおける夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育のののの整備状況整備状況整備状況整備状況はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 保育保育保育保育士士士士のののの資資資資格保格保格保格保有有有有状況状況状況状況やややや施設施設施設施設監督監督監督監督基基基基準準準準のののの達達達達成状況成状況成状況成状況はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((3333)))) 夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育にににに対応対応対応対応しているしているしているしている認認認認可外可外可外可外保育保育保育保育園園園園へのへのへのへの支援支援支援支援をををを強化強化強化強化するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、公公公公立立立立夜夜夜夜間保育間保育間保育間保育園園園園をををを
ふふふふややややすべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

5555 待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消とととと保育保育保育保育士不士不士不士不足足足足についてについてについてについて

((((1111)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消のためにのためにのためにのために必必必必要要要要なななな保育保育保育保育士士士士はははは何人何人何人何人かかかか。。。。

((((2222)))) 保育保育保育保育士不士不士不士不足足足足のためにのためにのためにのために入入入入園園園園できなかできなかできなかできなかっっっったたたた乳幼乳幼乳幼乳幼児児児児はははは何人何人何人何人かかかか。。。。

((((3333)))) 認認認認可可可可保育保育保育保育園園園園におけるにおけるにおけるにおける保育保育保育保育士士士士のののの非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用率率率率についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 保育保育保育保育士士士士確保確保確保確保やややや待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善のためにのためにのためにのために「「「「保育保育保育保育士士士士住住住住居居居居支援支援支援支援制度制度制度制度」」」」をををを導導導導入入入入するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。。。。見解見解見解見解とととと
対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

6666 児童児童児童児童ススススポポポポーーーーツツツツクラブのクラブのクラブのクラブの県県県県外外外外派派派派遣遣遣遣補助事業補助事業補助事業補助事業についてについてについてについて
　　　　島島島島嶼嶼嶼嶼県県県県であるであるであるである沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、児童児童児童児童ススススポポポポーーーーツツツツクラブのクラブのクラブのクラブの県県県県外外外外派派派派遣遣遣遣にににに係係係係るるるる保保保保護護護護者者者者負負負負担担担担がががが重重重重いいいい。。。。一一一一括括括括交交交交
付付付付金金金金のののの活活活活用用用用もももも検討検討検討検討しししし、、、、補助事業補助事業補助事業補助事業のののの拡充拡充拡充拡充をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

7777 公共交通公共交通公共交通公共交通についてについてについてについて

((((1111)))) 南北南北南北南北縦縦縦縦貫貫貫貫鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道とととと各各各各地域内地域内地域内地域内をををを連携連携連携連携するするするするフフフフィィィィーダーーダーーダーーダー交通交通交通交通はははは重重重重要要要要であるであるであるである。。。。環境環境環境環境やややや交通交通交通交通弱弱弱弱者者者者にににに
もももも優優優優しいしいしいしい次次次次世代世代世代世代型型型型路路路路面面面面電車電車電車電車をををを、、、、那覇那覇那覇那覇――――与与与与那那那那原原原原間間間間でででで実実実実施施施施するためのするためのするためのするための検討検討検討検討作作作作業業業業をををを始始始始めていくめていくめていくめていく
べきであるべきであるべきであるべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。
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((((2222)))) 昨昨昨昨年年年年10101010月月月月にににに沖縄沖縄沖縄沖縄初初初初ののののＩＣＩＣＩＣＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券「「「「オオオオキカキカキカキカ」」」」がががが導導導導入入入入さささされたれたれたれた。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モモモモノノノノレレレレールでのールでのールでのールでの利利利利用用用用にににに
始始始始ままままりりりり、、、、今今今今年年年年４４４４月月月月からはからはからはからは県内県内県内県内路路路路線線線線ババババスススス４４４４社社社社でのでのでのでの利利利利用用用用もももも可能可能可能可能になるになるになるになる。ＩＣ。ＩＣ。ＩＣ。ＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券をををを活活活活用用用用したしたしたした公公公公
共交通共交通共交通共交通のののの利利利利用用用用促促促促進進進進をををを図図図図るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

8888 那覇市那覇市那覇市那覇市中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地活活活活性性性性化化化化計画計画計画計画についてについてについてについて
　県　県　県　県都都都都那覇市那覇市那覇市那覇市のののの国際国際国際国際通通通通りりりりやややや平平平平和和和和通通通通りなどのりなどのりなどのりなどの中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地のののの活活活活性性性性化化化化はははは、、、、本県本県本県本県のののの観光行政観光行政観光行政観光行政においにおいにおいにおい
てもてもてもても重重重重要要要要なななな課題課題課題課題であるであるであるである。。。。特特特特にににに第第第第二牧志二牧志二牧志二牧志公設市場公設市場公設市場公設市場やややや平平平平和和和和通通通通りアーりアーりアーりアーケケケケーーーードドドドのののの建建建建かえについてはかえについてはかえについてはかえについては、、、、
老朽老朽老朽老朽化化化化がががが著著著著しくしくしくしく早期早期早期早期のののの対応対応対応対応がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして那覇市那覇市那覇市那覇市へのへのへのへの支援支援支援支援やややや連携連携連携連携をををを強化強化強化強化
すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。


