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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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 島袋島袋島袋島袋　　　　　　　　大大大大（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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

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

((((1111)))) 杉田官房副長官杉田官房副長官杉田官房副長官杉田官房副長官とのやりとりについてとのやりとりについてとのやりとりについてとのやりとりについて

2222 第三者委員会第三者委員会第三者委員会第三者委員会のののの選考委員選考委員選考委員選考委員についてについてについてについて

3333 知事知事知事知事のののの選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを阻止阻止阻止阻止するとのするとのするとのするとの発言発言発言発言についてについてについてについて

4444 岩礁破砕問題岩礁破砕問題岩礁破砕問題岩礁破砕問題についてについてについてについて

5555 辺野古移設反対運動辺野古移設反対運動辺野古移設反対運動辺野古移設反対運動にににに対対対対するするするする過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備とととと言言言言われていることについてわれていることについてわれていることについてわれていることについて

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



2

※※※※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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 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 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島においてにおいてにおいてにおいて、、、、多発多発多発多発するするするする領海領海領海領海、、、、領空侵犯領空侵犯領空侵犯領空侵犯についてのについてのについてのについての認識認識認識認識

2222 それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう防衛力整備防衛力整備防衛力整備防衛力整備のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

3333 与那国島与那国島与那国島与那国島へのへのへのへの自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

4444 地域振興策地域振興策地域振興策地域振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町におけるにおけるにおけるにおける小規模離島輸送運賃補助小規模離島輸送運賃補助小規模離島輸送運賃補助小規模離島輸送運賃補助についてについてについてについて

((((2222)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町のののの県道県道県道県道217217217217号線号線号線号線のののの事業採択事業採択事業採択事業採択についてについてについてについて

((((3333)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの水問題水問題水問題水問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農業用水農業用水農業用水農業用水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

ｲｲｲｲ 海底送水管海底送水管海底送水管海底送水管のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((4444)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの各離島各離島各離島各離島におけるにおけるにおけるにおける桟橋桟橋桟橋桟橋のののの資材置資材置資材置資材置きききき場保管庫場保管庫場保管庫場保管庫のののの設置設置設置設置についてについてについてについて

((((5555)))) 石垣空港国際線石垣空港国際線石垣空港国際線石垣空港国際線ターミナルターミナルターミナルターミナル整備事業整備事業整備事業整備事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((6666)))) 県立八重山病院建設計画県立八重山病院建設計画県立八重山病院建設計画県立八重山病院建設計画におけるにおけるにおけるにおける下水道整備下水道整備下水道整備下水道整備についてについてについてについて

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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※※※※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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（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 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 前仲井眞知事前仲井眞知事前仲井眞知事前仲井眞知事はははは普天問基地問題普天問基地問題普天問基地問題普天問基地問題をををを解決解決解決解決するためにあらゆるするためにあらゆるするためにあらゆるするためにあらゆる手法手法手法手法、、、、行動行動行動行動、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行
いいいい、、、、９９９９年年年年とととと11111111カカカカ月月月月でででで完全完全完全完全にににに解決解決解決解決できるできるできるできる目目目目にににに見見見見えるえるえるえる形形形形をををを構築構築構築構築することができましたがすることができましたがすることができましたがすることができましたが、、、、翁長知翁長知翁長知翁長知
事事事事のののの基地問題基地問題基地問題基地問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための手法手法手法手法、、、、目目目目にににに見見見見えるえるえるえる形形形形、、、、行動等行動等行動等行動等、、、、そしていつまでにできるのそしていつまでにできるのそしていつまでにできるのそしていつまでにできるの
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備とととと報報報報じられているじられているじられているじられている認識認識認識認識についてについてについてについて

((((3333)))) 普天間飛行場返還問題普天間飛行場返還問題普天間飛行場返還問題普天間飛行場返還問題のののの原点原点原点原点はどのようにはどのようにはどのようにはどのように認識認識認識認識しておられるかしておられるかしておられるかしておられるか、、、、またどうあるべきかまたどうあるべきかまたどうあるべきかまたどうあるべきか。。。。加加加加
えてえてえてえて、、、、平成平成平成平成８８８８年大田会談年大田会談年大田会談年大田会談についてもについてもについてもについても同様同様同様同様にににに伺伺伺伺うううう。。。。

2222 道道道道路路路路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)))) 昼夜昼夜昼夜昼夜をををを問問問問わわわわなななないいいい県道県道県道県道34343434号線号線号線号線のののの真栄真栄真栄真栄原地原地原地原地区区区区からからからから国道国道国道国道55558888号号号号までのまでのまでのまでの交通渋滞緩和交通渋滞緩和交通渋滞緩和交通渋滞緩和対策対策対策対策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

3333 福祉福祉福祉福祉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)))) 母子家庭生活支援母子家庭生活支援母子家庭生活支援母子家庭生活支援モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業についてについてについてについて

((((2222)))) 健康健康健康健康でででで、、、、元気元気元気元気なななな明明明明るいるいるいるい、、、、長長長長寿日本一寿日本一寿日本一寿日本一をををを目目目目指指指指したしたしたした沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県づくづくづくづくりについてりについてりについてりについて

4444 返還返還返還返還跡跡跡跡地対策事業地対策事業地対策事業地対策事業についてについてについてについて

((((1111)))) 今今今今月月月月のののの30303030日日日日にににに返還返還返還返還さささされるれるれるれる西西西西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区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

5555 知事知事知事知事ののののアイデンティティアイデンティティアイデンティティアイデンティティーについてーについてーについてーについて

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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※※※※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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（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治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて
　知事　知事　知事　知事のののの言言言言うううう「「「「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」」」」とはとはとはとは何何何何をををを意味意味意味意味しているかしているかしているかし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)))) あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手法手法手法手法をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして辺野古辺野古辺野古辺野古にににに基地基地基地基地はつはつはつはつくくくくららららせなせなせなせないといといといと言言言言っっっっているがているがているがているが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな手法手法手法手法につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「公約公約公約公約のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを着実着実着実着実にににに実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。」」」」（（（（施施施施政政政政方針方針方針方針））））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とはみとはみとはみとは。。。。

((((3333)))) 第三者委員会第三者委員会第三者委員会第三者委員会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 平成平成平成平成27272727年年年年度予算度予算度予算度予算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 地域地域地域地域再生再生再生再生計画計画計画計画のののの認認認認定定定定についてについてについてについて
　県　県　県　県とととと市市市市町町町町村村村村のののの認認認認定定定定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うううう。。。。

5555 農農農農林林林林水水水水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

((((1111)))) ６６６６次産次産次産次産業業業業化化化化によるによるによるによるささささららららななななるるるるブランドブランドブランドブランド化化化化のののの推推推推進進進進についてについてについてについて、、、、本本本本県県県県のののの状況状況状況状況（（（（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。。。。

((((2222)))) 鮮度鮮度鮮度鮮度保保保保持技術持技術持技術持技術とととと戦略出荷戦略出荷戦略出荷戦略出荷によるによるによるによるブランドブランドブランドブランド確立事業確立事業確立事業確立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。。。。

((((3333)))) 鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害防止対策防止対策防止対策防止対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 事業事業事業事業のののの検証検証検証検証はははは行行行行っっっったかたかたかたか。。。。効果効果効果効果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 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。。。。

6666 北北北北部地域部地域部地域部地域のののの医療医療医療医療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認識認識認識認識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)))) 基基基基幹幹幹幹病院構病院構病院構病院構想想想想についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 県警県警県警県警のののの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)))) 原原原原付付付付自動自動自動自動車車車車とととと原原原原付付付付バイクバイクバイクバイクのののの盗難件数盗難件数盗難件数盗難件数についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。（。（。（。（過過過過去去去去３３３３年間年間年間年間））））

((((2222)))) 盗難盗難盗難盗難防止対策防止対策防止対策防止対策はどうはどうはどうはどうなっなっなっなっているかているかているかているか。。。。

((((3333)))) 市市市市町町町町村窓口村窓口村窓口村窓口でのでのでのでの登録登録登録登録業業業業務務務務についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 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 県県県県経済経済経済経済振興振興振興振興とととと財財財財政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金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27272727年年年年度度度度、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興予算予算予算予算「「「「3340334033403340億円億円億円億円」」」」にににに対対対対するするするする所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの県県県県とととと市市市市町町町町村村村村のののの配分配分配分配分についてについてについてについて説明説明説明説明をしてをしてをしてをしてくださくださくださくださいいいい。。。。

ｳｳｳｳ 市市市市町町町町村村村村分分分分をををを維持維持維持維持しししし、、、、県分県分県分県分をををを減額減額減額減額にしたことににしたことににしたことににしたことにななななるがるがるがるが、、、、２２２２月月月月４４４４日日日日のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興会振興会振興会振興会議議議議とととと市市市市町町町町村協村協村協村協
議議議議会会会会ではどのようではどのようではどのようではどのようなななな意意意意見見見見がががが出出出出たのかたのかたのかたのか。。。。

((((2222)))) 地地地地方創生方創生方創生方創生関連関連関連関連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「地域地域地域地域住民生活住民生活住民生活住民生活等等等等緊急支援緊急支援緊急支援緊急支援のためののためののためののための交付金交付金交付金交付金」」」」についてについてについてについて、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように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
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは２２２２つのつのつのつの交付金交付金交付金交付金でどのようでどのようでどのようでどのようなななな施施施施策策策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。。。。

ｳｳｳｳ このこのこのこの交付金交付金交付金交付金はははは、、、、各各各各市市市市町町町町村村村村自治自治自治自治体体体体がががが計画計画計画計画をををを策策策策定定定定しししし申請申請申請申請するとしていますするとしていますするとしていますするとしています。。。。県県県県としてとしてとしてとして「「「「市市市市町町町町
村交付金申請村交付金申請村交付金申請村交付金申請」」」」のののの後押後押後押後押しをするためにしをするためにしをするためにしをするために「「「「地地地地方版総合戦略方版総合戦略方版総合戦略方版総合戦略」」」」をををを示示示示すべきすべきすべきすべきだだだだとととと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、県県県県
のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 県県県県としてもこのとしてもこのとしてもこのとしてもこの総総総総計約計約計約計約３３３３兆円兆円兆円兆円のののの大大大大型予算措型予算措型予算措型予算措置置置置をををを地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、特特特特にににに離島離島離島離島活活活活性性性性化化化化にににに活活活活用用用用すすすす
べきべきべきべきだだだだとととと考考考考えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが、、、、知事知事知事知事のののの所所所所見見見見とととと意気込意気込意気込意気込みをおみをおみをおみをお聞聞聞聞かかかかせくださせくださせくださせくださいいいい。。。。

2222 防防防防災災災災対策対策対策対策についてについてについてについて（（（（地地地地震震震震・・・・津波津波津波津波））））

((((1111)))) 浸浸浸浸水水水水区区区区域域域域はどうはどうはどうはどうなっなっなっなっているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 防防防防災災災災・・・・減災減災減災減災のののの観観観観点点点点からからからから、、、、避難避難避難避難計画計画計画計画やややや被害想定被害想定被害想定被害想定はどうはどうはどうはどう対対対対応応応応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。。。。

((((3333)))) 県県県県とととと各各各各市市市市町町町町村村村村のののの連連連連携携携携はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

3333 与与与与勝半勝半勝半勝半島島島島一周一周一周一周道道道道路路路路についてについてについてについて

((((1111)))) うるまうるまうるまうるま市市市市与与与与勝勝勝勝地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける長年長年長年長年のののの願願願願いであるいであるいであるいである一周一周一周一周道道道道路路路路のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 一一一一部地域部地域部地域部地域にににに米軍共米軍共米軍共米軍共用地用地用地用地があるががあるががあるががあるが、、、、現現現現況況況況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

4444 農農農農協改革協改革協改革協改革についてについてについてについて

((((1111)))) 現在現在現在現在、、、、政政政政府府府府においてにおいてにおいてにおいて進進進進められているめられているめられているめられている農農農農協改革協改革協改革協改革のののの骨格骨格骨格骨格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)))) 今回今回今回今回のののの農農農農協改革協改革協改革協改革によりによりによりにより、、、、本本本本県県県県のののの農農農農協協協協がどのようがどのようがどのようがどのようなななな影響影響影響影響をををを受受受受けるとけるとけるとけると考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。

5555 福祉福祉福祉福祉事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新新新新制度制度制度制度」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新新新新制度制度制度制度」」」」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説明説明説明説明をしてをしてをしてをしてくださくださくださくださいいいい。。。。

ｲｲｲｲ 認認認認可外可外可外可外保保保保育所育所育所育所、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童問題問題問題問題とのとのとのとの関連関連関連関連やややや幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児・・・・５５５５歳児歳児歳児歳児のののの学童学童学童学童保保保保育育育育へのへのへのへの適応適応適応適応等等等等につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税をををを根拠財源根拠財源根拠財源根拠財源（（（（7000700070007000億円億円億円億円））））としたこのとしたこのとしたこのとしたこの制度制度制度制度はははは、、、、増税増税増税増税がががが11118888カカカカ月月月月延期延期延期延期さささされたがれたがれたがれたが、、、、そそそそ
のののの財源財源財源財源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)))) 改正改正改正改正「「「「障害障害障害障害者者者者総合支援総合支援総合支援総合支援法法法法」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自立自立自立自立支援支援支援支援法法法法からからからから総合支援総合支援総合支援総合支援法法法法にににに変変変変わわわわっっっったがたがたがたが、、、、何何何何がどうがどうがどうがどう変変変変わわわわっっっったかたかたかたか。。。。またまたまたまた、、、、支援支援支援支援策策策策はははは前進前進前進前進しししし
ているかているかているかているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。



6

ｲｲｲｲ 本本本本県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、聴覚障害聴覚障害聴覚障害聴覚障害やややや視覚障害独視覚障害独視覚障害独視覚障害独自自自自のののの施施施施設設設設ががががなななないとのいとのいとのいとの指摘指摘指摘指摘があるががあるががあるががあるが、、、、現現現現状状状状はどうはどうはどうはどう
なっなっなっなっているかているかているかているか。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県のののの方向方向方向方向性性性性をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせくださせくださせくださせくださいいいい。。。。

6666 教育教育教育教育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)))) 道道道道徳教育徳教育徳教育徳教育についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 道道道道徳徳徳徳のののの教科化教科化教科化教科化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 道道道道徳徳徳徳のののの教科化教科化教科化教科化にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県県県県ではどのようではどのようではどのようではどのようなななな対対対対応応応応をををを考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。

ｳｳｳｳ 道道道道徳教育徳教育徳教育徳教育についてのについてのについてのについての教育教育教育教育長長長長のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（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
　翁長知事　翁長知事　翁長知事　翁長知事のののの就任就任就任就任からからからから100100100100日余日余日余日余りとりとりとりとななななりましたりましたりましたりました。。。。
　しかし　しかし　しかし　しかし、、、、いまいまいまいまだだだだ埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの取取取取りりりり消消消消しししし、、、、撤回撤回撤回撤回のののの見見見見通通通通しがしがしがしが示示示示さささされれれれなななないいいいばばばばかりかかりかかりかかりか、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題のののの原点原点原点原点
であるであるであるである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危険危険危険性性性性除去除去除去除去・・・・固定化固定化固定化固定化阻止阻止阻止阻止をするをするをするをする代代代代替案替案替案替案ささささええええ示示示示さささされれれれずずずず、、、、県県県県民民民民からからからから翁長翁長翁長翁長
知事知事知事知事体制体制体制体制のののの政治手政治手政治手政治手腕腕腕腕やややや交渉交渉交渉交渉力力力力にににに疑疑疑疑問問問問のののの声声声声がががが起起起起きききき始始始始めているめているめているめている。。。。

((((1111)))) 喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題であるであるであるである世界一危険世界一危険世界一危険世界一危険なななな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年年年年以内以内以内以内のののの運用運用運用運用停停停停止止止止をををを含含含含めためためためた危険危険危険危険性性性性のののの
除去除去除去除去のののの方方方方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。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄政策政策政策政策協議協議協議協議会会会会、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場負担軽滅負担軽滅負担軽滅負担軽滅推推推推進進進進協議協議協議協議会会会会のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況、、、、成成成成果果果果、、、、知事知事知事知事のののの今後今後今後今後のののの
対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 空空空空中給油中給油中給油中給油機機機機のののの岩国岩国岩国岩国へのへのへのへの移設移設移設移設後後後後のののの飛行飛行飛行飛行回数回数回数回数についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、オスプレオスプレオスプレオスプレイイイイのののの県県県県外外外外でのでのでのでの訓練訓練訓練訓練移移移移
転転転転計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事のののの尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを初初初初めとするめとするめとするめとする東東東東シシシシナナナナ海海海海のののの緊緊緊緊張張張張状況状況状況状況にににに対対対対するするするする認識認識認識認識とととと南南南南西西西西諸島諸島諸島諸島へのへのへのへの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊
配備配備配備配備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 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興についてについてについてについて
　平成　平成　平成　平成27272727年年年年度一度一度一度一般般般般会計会計会計会計予算予算予算予算はははは、、、、前年前年前年前年度度度度をををを上上上上回回回回りりりり、、、、過過過過去去去去最最最最大規模大規模大規模大規模のののの予算予算予算予算規模規模規模規模ととととなっなっなっなったたたた。。。。

((((1111)))) 過過過過去去去去最高最高最高最高額額額額ととととなっなっなっなったたたた県県県県予算予算予算予算のののの確保確保確保確保にににに知事知事知事知事のののの努努努努力力力力はどのようにはどのようにはどのようにはどのように反反反反映映映映さささされたのかれたのかれたのかれたのか。。。。

((((2222)))) 県政運県政運県政運県政運営営営営にににに当当当当たたたたっっっってはてはてはては、、、、政政政政府府府府とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係のののの構築構築構築構築はははは必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 地地地地方消費税方消費税方消費税方消費税清清清清算金算金算金算金等等等等のののの歳歳歳歳入入入入がががが過過過過去去去去最最最最大規模大規模大規模大規模のののの予算総額予算総額予算総額予算総額をををを押押押押しししし上上上上げげげげるるるる要要要要因因因因ではではではではなななないのいのいのいの
かかかか。。。。またまたまたまた、、、、「「「「消費経済消費経済消費経済消費経済にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす増税増税増税増税・・・・消費増税消費増税消費増税消費増税にににに反対反対反対反対」」」」をををを選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約したことしたことしたことしたこと矛盾矛盾矛盾矛盾ししししなななな
いかいかいかいか、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 自自自自由由由由度度度度のののの高高高高いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは前年前年前年前年にににに比比比比べべべべ減額減額減額減額ととととなっなっなっなっているがそのているがそのているがそのているがそ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
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 「「「「全国全国全国全国のののの特産特産特産特産品品品品をををを迅速迅速迅速迅速ににににアアアアジジジジアアアアヘヘヘヘ届届届届けるけるけるける流流流流通通通通ププププララララットホットホットホットホーーーームムムムのののの構築構築構築構築にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ」」」」とととと所所所所信信信信をををを
述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、県県県県内特産内特産内特産内特産品品品品のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 地域地域地域地域・・・・離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「自治会自治会自治会自治会、、、、老人老人老人老人会会会会、、、、青青青青年会年会年会年会、、、、子子子子供供供供会会会会ななななどのどのどのどの活活活活動動動動費費費費、、、、児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島、、、、全国大会等全国大会等全国大会等全国大会等へへへへ
のののの遠征遠征遠征遠征・・・・派派派派遣遣遣遣費費費費用用用用をををを助成助成助成助成するするするする」」」」とのとのとのとの公約公約公約公約はははは今回今回今回今回のののの予算予算予算予算にににに反反反反映映映映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)))) 農農農農林林林林水水水水産産産産物流物流物流物流通通通通条条条条件件件件不利不利不利不利性解性解性解性解消消消消事業事業事業事業のののの実実実実績績績績・・・・波波波波及及及及効果効果効果効果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
　また　また　また　また、、、、事業事業事業事業のののの目目目目的的的的がががが鹿鹿鹿鹿児児児児島県島県島県島県並並並並みのみのみのみの輸送輸送輸送輸送コストコストコストコストにあるにあるにあるにあるなななならららら、、、、離島離島離島離島からからからから沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島市市市市場場場場までまでまでまで
のののの輸送輸送輸送輸送コストコストコストコストもももも鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島並並並並みとすべきとみとすべきとみとすべきとみとす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。。。。

((((3333)))) 石垣石垣石垣石垣――――多多多多良良良良間間間間、、、、石垣石垣石垣石垣――――波波波波照照照照間間間間のののの航航航航空空空空路路路路線線線線開開開開始予定始予定始予定始予定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)))) 離島空離島空離島空離島空路路路路のののの機機機機種更種更種更種更新新新新及及及及びびびび供供供供用用用用開開開開始始始始時時時時期期期期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)))) 所所所所信信信信でででで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「「「「離島離島離島離島のののの生活生活生活生活必必必必需品需品需品需品等等等等のののの輸送輸送輸送輸送費費費費等等等等のののの助成助成助成助成」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。全離島全離島全離島全離島
にににに拡充拡充拡充拡充さささされるのかれるのかれるのかれるのか。。。。

((((6666)))) 離島離島離島離島交通交通交通交通コストコストコストコスト低低低低減減減減事業事業事業事業はははは住民生活住民生活住民生活住民生活やややや経済波経済波経済波経済波及及及及効果効果効果効果のののの視視視視点点点点からからからから制度制度制度制度のののの見見見見直直直直しがしがしがしが必要必要必要必要でででで
ははははなななないかいかいかいか。。。。ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航航航航空空空空をををを排排排排除除除除ししししなななないいいい仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが必要必要必要必要ではではではではなななないかいかいかいか。。。。

((((7777)))) イイイイネヨトウネヨトウネヨトウネヨトウ、、、、イモイモイモイモゾウムシゾウムシゾウムシゾウムシ撲滅撲滅撲滅撲滅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)))) 宮宮宮宮古空港古空港古空港古空港のののの国際線国際線国際線国際線ターミナルターミナルターミナルターミナル（（（（ＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ））））のののの供供供供用用用用開開開開始始始始時時時時期期期期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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4444 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利利利利活活活活用計画用計画用計画用計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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02020202    日日日日((((月月月月))))

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 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 多様多様多様多様なななな人人人人材材材材のののの育育育育成成成成とととと文文文文化化化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向向向上上上上・・・・学学学学校校校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 小小小小学学学学校校校校においてにおいてにおいてにおいて全国全国全国全国最最最最下位下位下位下位をををを脱脱脱脱したしたしたした。。。。そのそのそのその勢勢勢勢いをどのようにいをどのようにいをどのようにいをどのように持持持持続続続続・・・・発発発発展展展展させさせさせさせるかるかるかるか、、、、またまたまたまた、、、、
中中中中学学学学校校校校のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 青少青少青少青少年年年年非非非非行行行行がががが社社社社会問題会問題会問題会問題ととととななななりりりり地域地域地域地域やややや家庭家庭家庭家庭のののの教育教育教育教育力力力力のののの低低低低下下下下がががが指摘指摘指摘指摘さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。青少青少青少青少
年年年年のののの健健健健全全全全育育育育成成成成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。。。。

ｳｳｳｳ 地域地域地域地域のののの力力力力をををを高高高高めるめるめるめる必要性必要性必要性必要性からからからから地域地域地域地域支援支援支援支援のののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとしてムムムムララララヤヤヤヤーーーー（（（（自治公自治公自治公自治公民民民民館館館館））））活活活活用用用用をををを提提提提言言言言
しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 文文文文化化化化・・・・観観観観光光光光・・・・スポスポスポスポーーーーツツツツ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)))) 2020202020202020東京五輪東京五輪東京五輪東京五輪決決決決定定定定でででで、、、、青少青少青少青少年年年年やややや若若若若者者者者にににに夢夢夢夢とととと希望希望希望希望がががが広広広広がりがりがりがり国国国国民民民民もももも大大大大ききききなななな期待期待期待期待をををを示示示示しておりしておりしておりしており
ますますますます。。。。本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおけるアアアアスリスリスリスリーーーートトトト育育育育成成成成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)))) 世界的世界的世界的世界的にににに普普普普及及及及しているしているしているしている空手空手空手空手ががががオリオリオリオリンンンンピッピッピッピックククク種種種種目目目目ににににななななるるるる可可可可能能能能性性性性がががが高高高高ままままっっっっているているているている。。。。空手空手空手空手ののののメッメッメッメッカカカカ
としてとしてとしてとして空手道会空手道会空手道会空手道会館館館館をををを会場会場会場会場にするにするにするにするななななどどどど積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる。。。。対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設はははは周周周周辺辺辺辺のののの活活活活力力力力をををを助長助長助長助長するとするとするとすると考考考考えるえるえるえる。。。。建設場建設場建設場建設場所所所所はははは豊豊豊豊見見見見城城城城市市市市とととと与那原与那原与那原与那原・・・・西西西西原原原原マリマリマリマリ
ンンンンタタタタウウウウンンンン地地地地区区区区にににに絞絞絞絞りりりり込込込込んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、場場場場所所所所決決決決定定定定はははは県域県域県域県域のののの均衡均衡均衡均衡なななな地域地域地域地域づくづくづくづくりをりをりをりを考考考考慮慮慮慮するかするかするかするか伺伺伺伺
うううう。。。。

3333 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢、、、、米軍米軍米軍米軍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)))) 学学学学力力力力向向向向上上上上はははは少人少人少人少人数指数指数指数指導導導導がががが最最最最大大大大のののの効果効果効果効果をををを上上上上げげげげるとるとるとると考考考考えるえるえるえる。。。。少人少人少人少人数学数学数学数学級級級級のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
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決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍米軍米軍米軍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危険危険危険性性性性除去除去除去除去・・・・返還返還返還返還をどのようにをどのようにをどのようにをどのように実現実現実現実現するかするかするかするか、、、、知事知事知事知事のののの決決決決意意意意伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) オスプレオスプレオスプレオスプレイイイイ配備反対配備反対配備反対配備反対でででで結束結束結束結束したしたしたしたオオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄のののの生生生生かしかしかしかし方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農農農農林林林林水水水水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

((((1111)))) 国国国国のののの地地地地方創生方創生方創生方創生によるによるによるによる農業農業農業農業・・・・漁漁漁漁業業業業支援支援支援支援についてについてについてについて本本本本県県県県のののの施施施施策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ６６６６次産次産次産次産業業業業化化化化にににに対対対対するするするする県県県県やややや市市市市町町町町村村村村のののの財財財財政政政政支援支援支援支援がががが必要必要必要必要ではではではではなななないかいかいかいか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 農業農農業農農業農農業農村村村村整備事業整備事業整備事業整備事業（（（（雄樋川雄樋川雄樋川雄樋川地地地地区区区区））））ためためためため池池池池事業事業事業事業ななななどどどど太陽光接続太陽光接続太陽光接続太陽光接続のののの見見見見通通通通しとしとしとしと農農農農家家家家負担負担負担負担のののの軽軽軽軽減減減減
策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 福祉福祉福祉福祉政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ こどもこどもこどもこども医療費医療費医療費医療費助成助成助成助成のののの対対対対象象象象年年年年齢引齢引齢引齢引きききき上上上上げげげげをををを就学就学就学就学前前前前までとまでとまでとまでと、、、、中中中中学学学学卒卒卒卒業業業業までまでまでまで実施実施実施実施するとしたするとしたするとしたするとした必必必必
要要要要財源財源財源財源はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 保保保保育育育育士不足士不足士不足士不足対策対策対策対策はははは処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善がががが急務急務急務急務であるであるであるである。。。。「「「「子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新新新新制度制度制度制度」」」」によるによるによるによる処遇処遇処遇処遇改改改改
善善善善のののの実効実効実効実効性性性性ととととささささららららななななるるるる改改改改善善善善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。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人ももももなななないいいい人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社社社社会会会会づくづくづくづくりりりり条例条例条例条例」」」」がががが制定制定制定制定さささされたれたれたれた。。。。インクインクインクインク
ルールールールーシシシシブブブブ社社社社会会会会についてについてについてについて県県県県のののの方針方針方針方針とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 土木土木土木土木建築行政建築行政建築行政建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 与那原警与那原警与那原警与那原警察署察署察署察署前前前前交交交交差差差差点点点点（（（（３３３３差差差差路路路路））））をををを県道県道県道県道77777777号号号号糸満糸満糸満糸満与那原線与那原線与那原線与那原線でつでつでつでつななななぎぎぎぎ十字十字十字十字路路路路にににに改改改改良良良良するこするこするこするこ
とをとをとをとを提提提提案案案案しししし見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((2222)))) 南南南南部部部部東東東東道道道道路路路路のののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、那那那那覇覇覇覇空港自動空港自動空港自動空港自動車車車車道道道道へのへのへのへの直接直接直接直接連連連連結結結結はどうはどうはどうはどうなっなっなっな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、、、、事業事業事業事業促促促促進進進進をををを図図図図るためのるためのるためのるための現現現現地事地事地事地事務所務所務所務所のののの設置設置設置設置はどうはどうはどうはどうなっなっなっなっているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 ママママイイイイナナナナンバンバンバンバーーーー制制制制についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県、、、、市市市市町町町町村村村村等等等等におけるにおけるにおけるにおける情情情情報報報報シスシスシスシステテテテムムムムのののの改改改改修修修修状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成22228888年年年年１１１１月月月月からからからから番番番番号号号号利利利利用用用用がががが始始始始まるとまるとまるとまるとさささされているがれているがれているがれているが、、、、制度制度制度制度のののの内容内容内容内容はははは県県県県民民民民にににに周周周周知知知知さささされているれているれているれている
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

8888 災害災害災害災害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)))) 津波津波津波津波等等等等のののの自自自自然然然然災害災害災害災害にににに対対対対するするするする防防防防災災災災対策対策対策対策のののの基基基基本的本的本的本的なななな方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域地域地域地域のののの自自自自主主主主防防防防災災災災組組組組織織織織のののの必要性必要性必要性必要性とととと本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおける組組組組織率織率織率織率をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 警警警警察察察察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)))) 国際国際国際国際情情情情勢勢勢勢やややや事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故、、、、犯犯犯犯罪罪罪罪のののの多様多様多様多様化化化化等等等等によによによによっっっってててて警警警警察察察察官官官官のののの増増増増員員員員がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。今度今度今度今度のののの地地地地
方方方方警警警警察察察察官官官官のののの増増増増員員員員のののの背景背景背景背景とととと本本本本県警県警県警県警察察察察官官官官のののの充足率充足率充足率充足率をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域地域地域地域とととと身近身近身近身近なななな駐駐駐駐在所在所在所在所、、、、交交交交番番番番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県警県警県警県警のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 与那原与那原与那原与那原署署署署のののの老朽老朽老朽老朽化化化化状況状況状況状況とととと改改改改築計画築計画築計画築計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。


