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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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 17171717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　　　　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 待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策についてについてについてについて

2222 学校教育整備学校教育整備学校教育整備学校教育整備についてについてについてについて

((((1111)))) 電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板のののの活用活用活用活用についてについてについてについて

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ドクターヘリのドクターヘリのドクターヘリのドクターヘリの運航運航運航運航についてについてについてについて

4444 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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 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 多様多様多様多様なななな人材人材人材人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)))) 学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの実施実施実施実施をををを終終終終えたえたえたえた学年学年学年学年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。。。。

ｲｲｲｲ 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの学年拡大学年拡大学年拡大学年拡大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。。。。

ｳｳｳｳ ティームティーチングのティームティーチングのティームティーチングのティームティーチングの実施状況実施状況実施状況実施状況とととと効果効果効果効果、、、、課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツについてスポーツについてスポーツについてスポーツについて

((((1111)))) 空手空手空手空手がががが東京東京東京東京オリンピックのオリンピックのオリンピックのオリンピックの種目種目種目種目になるになるになるになる可能性可能性可能性可能性がががが高高高高まったまったまったまった。。。。空手会館建設空手会館建設空手会館建設空手会館建設もももも進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、「、「、「、「空空空空
手発祥手発祥手発祥手発祥のののの地沖縄地沖縄地沖縄地沖縄」」」」でのでのでのでの開催開催開催開催はははは有意義有意義有意義有意義となるがとなるがとなるがとなるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2020202020202020年東京年東京年東京年東京オリンピック・パラリンピックにオリンピック・パラリンピックにオリンピック・パラリンピックにオリンピック・パラリンピックに向向向向けたけたけたけた本県本県本県本県のアスリートのアスリートのアスリートのアスリート育成育成育成育成についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みみみみ
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県がががが計画計画計画計画するするするするＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設規模施設規模施設規模施設規模のののの拡大拡大拡大拡大をををを望望望望むむむむ声声声声があるががあるががあるががあるが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) アジアアジアアジアアジア国際国際国際国際ハーリーハーリーハーリーハーリー大会大会大会大会がががが開催開催開催開催されたされたされたされた。。。。ハーリーハーリーハーリーハーリー行事行事行事行事がががが盛盛盛盛んなんなんなんな沖縄沖縄沖縄沖縄のののの新新新新たなたなたなたな魅力魅力魅力魅力としてとしてとしてとして
期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 経済経済経済経済・・・・雇用政策雇用政策雇用政策雇用政策についてについてについてについて

((((1111)))) 南西石油南西石油南西石油南西石油のののの経営問題経営問題経営問題経営問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける石油流通石油流通石油流通石油流通のののの安定供給見通安定供給見通安定供給見通安定供給見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県民生活県民生活県民生活県民生活にににに直結直結直結直結するするするする問題問題問題問題にどうにどうにどうにどう対応対応対応対応するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県内県内県内県内のののの石油製品事業者石油製品事業者石油製品事業者石油製品事業者のののの現状現状現状現状とととと影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 従業員従業員従業員従業員はははは何人何人何人何人かかかか。。。。またまたまたまた雇用保障雇用保障雇用保障雇用保障のののの不安不安不安不安にどうにどうにどうにどう対処対処対処対処するかするかするかするか。。。。

ｵｵｵｵ 新新新新たなたなたなたな運営会社運営会社運営会社運営会社へのへのへのへの事業継承事業継承事業継承事業継承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。。。。

4444 農林水産業農林水産業農林水産業農林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)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ農業対策農業対策農業対策農業対策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、、、、農業農業農業農業のののの競争力競争力競争力競争力をををを高高高高めめめめ輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大をををを図図図図りりりり成長産業成長産業成長産業成長産業とするとしているとするとしているとするとしているとするとしている。。。。本県農業本県農業本県農業本県農業のののの展展展展望望望望
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 成長産業成長産業成長産業成長産業とするとするとするとする農業農業農業農業のののの本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな基盤強基盤強基盤強基盤強化策化策化策化策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意にににによよよよるるるる本県農水産業本県農水産業本県農水産業本県農水産業へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 畜畜畜畜産業産業産業産業のののの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 地地地地域域域域のののの住環境住環境住環境住環境にににに配慮配慮配慮配慮するするするする養豚養豚養豚養豚業業業業をををを目目目目指指指指したオしたオしたオしたオガコガコガコガコ豚舎改修豚舎改修豚舎改修豚舎改修事業事業事業事業のののの成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 食肉価格食肉価格食肉価格食肉価格安定安定安定安定基金基金基金基金101010105555億円億円億円億円のののの畜畜畜畜産振興産振興産振興産振興へのへのへのへの活用実活用実活用実活用実績績績績とととと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。。。。

ｳｳｳｳ 酪酪酪酪農農農農のののの優良牛導入優良牛導入優良牛導入優良牛導入とととと家畜改良家畜改良家畜改良家畜改良セセセセンターのンターのンターのンターの育成育成育成育成牛牛牛牛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 導入牛導入牛導入牛導入牛のののの助助助助成充実成充実成充実成充実・・・・拡大拡大拡大拡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。。。。

ｵｵｵｵ 酪酪酪酪農農農農、、、、肉肉肉肉用用用用牛牛牛牛のののの飼料自飼料自飼料自飼料自給給給給率率率率のののの現状現状現状現状とととと飼料飼料飼料飼料高高高高騰騰騰騰にににに対対対対するするするする支援支援支援支援対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 採卵鶏飼採卵鶏飼採卵鶏飼採卵鶏飼育農育農育農育農家家家家、、、、飼養飼養飼養飼養数数数数のののの推移推移推移推移とととと県内県内県内県内需需需需給給給給のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 福祉福祉福祉福祉・・・・保保保保健医療健医療健医療健医療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・・・・介護介護介護介護政策政策政策政策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 保育保育保育保育のののの仕仕仕仕事事事事についていないについていないについていないについていない潜在潜在潜在潜在保育保育保育保育士士士士のののの活用活用活用活用とととと処処処処遇改善遇改善遇改善遇改善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。。。。
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ｳｳｳｳ 団塊世団塊世団塊世団塊世代代代代のののの高高高高齢齢齢齢化化化化にににによよよよるるるる介護環境介護環境介護環境介護環境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。。。。

ｴｴｴｴ 介護介護介護介護人材人材人材人材のののの不不不不足足足足がががが懸念懸念懸念懸念されされされされ、、、、早早早早めのめのめのめの対策対策対策対策がががが望望望望まれるまれるまれるまれる。。。。対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄県地沖縄県地沖縄県地沖縄県地域医療構想域医療構想域医療構想域医療構想についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 地地地地域医療構想域医療構想域医療構想域医療構想におけるにおけるにおけるにおける必必必必要要要要病床病床病床病床数数数数はははは、、、、医療法医療法医療法医療法施行規施行規施行規施行規則及則及則及則及びガイびガイびガイびガイドラドラドラドライイイインにンにンにンに定定定定めめめめらららられたれたれたれた
機能機能機能機能区区区区分分分分ごごごごとのとのとのとの稼働率稼働率稼働率稼働率にににによよよよりりりり算算算算定定定定するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 必必必必要要要要病床病床病床病床数数数数についてについてについてについて、、、、各医療圏各医療圏各医療圏各医療圏のののの意向意向意向意向をををを取取取取りりりり入入入入れるかれるかれるかれるか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 土木土木土木土木建建建建築築築築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)))) 南部東南部東南部東南部東道路道路道路道路のののの那覇那覇那覇那覇空空空空港自動車道港自動車道港自動車道港自動車道へのへのへのへの直直直直接接接接連結連結連結連結についてについてについてについて、、、、調査検討調査検討調査検討調査検討するというするというするというするというこここことであっとであっとであっとであっ
たがどうなったかたがどうなったかたがどうなったかたがどうなったか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ああああざざざざままままササササンンンンササササンンンンビビビビーチーチーチーチ海浜公園海浜公園海浜公園海浜公園施設施設施設施設のののの老朽老朽老朽老朽化対策化対策化対策化対策についてについてについてについて、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 建設産業建設産業建設産業建設産業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 適正適正適正適正なななな労務単価労務単価労務単価労務単価、、、、資資資資材材材材単価単価単価単価にににに極極極極力力力力近近近近づづづづけるためにけるためにけるためにけるために、、、、業業業業界団体界団体界団体界団体とととと意見意見意見意見交換交換交換交換会会会会をををを持持持持ちちちち反映反映反映反映
ささささせせせせるるるるこここことについてとについてとについてとについて、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 雇用雇用雇用雇用面面面面でででで積極的積極的積極的積極的にににに待待待待遇遇遇遇やややや人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、福利厚福利厚福利厚福利厚生生生生などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組むむむむ企企企企業業業業にににに対対対対してしてしてして経営経営経営経営審査審査審査審査
のののの加点評価加点評価加点評価加点評価をするをするをするをするこここことについてとについてとについてとについて、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 交交交交通政策通政策通政策通政策についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇近郊那覇近郊那覇近郊那覇近郊のののの慢慢慢慢性性性性的的的的なななな交交交交通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの解消解消解消解消はははは、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道整備整備整備整備にににによよよよってってってって車依存車依存車依存車依存をををを減減減減ららららすすすすべきべきべきべきではではではでは
ないかないかないかないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知知知知念半島念半島念半島念半島やややや与勝半島与勝半島与勝半島与勝半島などなどなどなど各各各各地地地地域域域域かかかからららら南南南南北縦貫鉄軌道北縦貫鉄軌道北縦貫鉄軌道北縦貫鉄軌道にににに連結連結連結連結するするするする軌道系支線軌道系支線軌道系支線軌道系支線のののの整備整備整備整備がががが
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応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 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 石石石石垣垣垣垣空空空空港港港港国際国際国際国際線線線線・・・・国内国内国内国内線線線線ターターターターミナルミナルミナルミナル増増増増設設設設についてについてについてについて

2222 県県県県立八重山病院立八重山病院立八重山病院立八重山病院建設建設建設建設のののの入札入札入札入札不不不不調調調調問題問題問題問題についてについてについてについて

3333 おおおおききききななななわわわわ山羊山羊山羊山羊生産振興対策事業生産振興対策事業生産振興対策事業生産振興対策事業のののの八重山八重山八重山八重山地地地地域域域域でのでのでので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

4444 肉肉肉肉用用用用牛牛牛牛生産生産生産生産基盤強基盤強基盤強基盤強化対策事業化対策事業化対策事業化対策事業のののの増頭奨励金増頭奨励金増頭奨励金増頭奨励金継継継継続続続続についてについてについてについて

5555 肉肉肉肉用用用用牛牛牛牛生産振興生産振興生産振興生産振興におけるにおけるにおけるにおける防疫防疫防疫防疫・・・・衛衛衛衛生生生生体制体制体制体制のののの強強強強化化化化についてについてについてについて

6666 コミュニコミュニコミュニコミュニティティティティFMFMFMFM放送放送放送放送事業事業事業事業エエエエリアリアリアリア拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて

7777 県県県県立立立立石石石石垣青垣青垣青垣青少年少年少年少年のののの家家家家のののの老朽老朽老朽老朽化問題化問題化問題化問題についてについてについてについて

8888 県県県県立図書立図書立図書立図書館館館館八重山八重山八重山八重山分館問題分館問題分館問題分館問題についてについてについてについて

9999 地地地地域特域特域特域特産品産品産品産品となるとなるとなるとなるココココーーーーヒヒヒヒーーーー栽培栽培栽培栽培振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて

10101010 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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 17171717分分分分 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（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 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場移場移場移場移設問題設問題設問題設問題についてについてについてについて

((((2222)))) 1111996996996996年年年年ＳＡＳＡＳＡＳＡＣＣＣＣＯＯＯＯ合合合合意意意意にににに基基基基づくづくづくづく返還返還返還返還事業事業事業事業ののの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

2222 中中中中国国国国公船公船公船公船のののの領海侵犯領海侵犯領海侵犯領海侵犯についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺でのでのでのでの常常常常態化態化態化態化とととと久米島近海久米島近海久米島近海久米島近海におけるにおけるにおけるにおける海底調査海底調査海底調査海底調査についてについてについてについて

3333 那覇那覇那覇那覇空空空空港港港港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

((((1111)))) 滑走路増滑走路増滑走路増滑走路増設設設設とととと騒音騒音騒音騒音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 旧軍飛旧軍飛旧軍飛旧軍飛行行行行場場場場用地問題用地問題用地問題用地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 現状現状現状現状とととと進進進進捗捗捗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

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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 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 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)))) 高校生高校生高校生高校生のののの就職就職就職就職問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 高校生高校生高校生高校生のののの就職就職就職就職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たいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 高校生高校生高校生高校生のののの就職就職就職就職内定内定内定内定率率率率がががが改善改善改善改善しているしているしているしている理由理由理由理由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。。。。

ｳｳｳｳ 本県新規学本県新規学本県新規学本県新規学卒卒卒卒者者者者のののの３３３３年内年内年内年内のののの離職率離職率離職率離職率がががが高高高高いいいいこここことがとがとがとがここここれまでれまでれまでれまで指摘指摘指摘指摘をををを受受受受けておりけておりけておりけており、、、、勤労勤労勤労勤労観観観観・・・・就就就就
業観業観業観業観のののの育成育成育成育成のののの必必必必要性要性要性要性がががが言言言言わわわわれているがれているがれているがれているが、、、、そそそそのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 奨奨奨奨学学学学資金資金資金資金についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県のののの高校高校高校高校やややや大学等大学等大学等大学等におけるにおけるにおけるにおける公的奨公的奨公的奨公的奨学学学学金制度金制度金制度金制度のののの実施現状実施現状実施現状実施現状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 去去去去るるるる10101010月月月月10101010日日日日、「、「、「、「大学大学大学大学ココココンンンンソソソソーーーーシシシシアムアムアムアム沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」ののののシシシシンポジンポジンポジンポジウウウウムがムがムがムが開催開催開催開催されされされされ、、、、キャロキャロキャロキャロラララライイイイン・ン・ン・ン・ケネケネケネケネ
デデデディィィィ駐駐駐駐日米日米日米日米国大国大国大国大使使使使かかかからららら、、、、国際国際国際国際交交交交流流流流・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成財財財財団団団団へへへへ無無無無利利利利子子子子奨奨奨奨学学学学金金金金のののの提提提提供供供供がががが表表表表明明明明されたされたされたされた
がががが内内内内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「県子県子県子県子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策」」」」のののの中中中中でででで高校高校高校高校・・・・大学等大学等大学等大学等でもでもでもでも給給給給付型付型付型付型奨奨奨奨学学学学金金金金のののの創創創創設設設設がががが提提提提言言言言されているされているされているされている
がががが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 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)))) 島島島島嶼嶼嶼嶼県県県県としてのとしてのとしてのとしての医療医療医療医療現状現状現状現状についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 慢慢慢慢性化性化性化性化のののの指摘指摘指摘指摘があるがあるがあるがある医医医医師師師師やややや看看看看護護護護師師師師、、、、スタッスタッスタッスタッフフフフ不不不不足足足足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。。。。

ｲｲｲｲ よよよよりりりり高高高高齢齢齢齢化化化化がががが想想想想定定定定されるされるされるされる中中中中、、、、今後今後今後今後のののの医療体制医療体制医療体制医療体制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聞聞聞聞ききききたいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 僻僻僻僻地地地地医療医療医療医療やややや在在在在宅宅宅宅医療医療医療医療についてについてについてについて県県県県のののの基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせくせくせくせくだだだださいさいさいさい。。。。

((((2222)))) 県地県地県地県地域医療構想域医療構想域医療構想域医療構想についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 構想構想構想構想にににに向向向向けたスけたスけたスけたスケケケケジジジジュュュューーーールルルルととととここここれまでのれまでのれまでのれまでの流流流流れについてれについてれについてれについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 構想構想構想構想におけるにおけるにおけるにおける検討検討検討検討会会会会議議議議でででで一般一般一般一般病床利病床利病床利病床利用用用用率率率率がががが全全全全国国国国一一一一になっているになっているになっているになっている中中中中、、、、中中中中部部部部医療圏医療圏医療圏医療圏のののの病病病病
床配床配床配床配分分分分にににに不不不不均均均均等等等等がががが生生生生じじじじているとのているとのているとのているとの指摘指摘指摘指摘もありもありもありもあり、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 稼働率稼働率稼働率稼働率やややや必必必必要要要要病床病床病床病床数数数数はははは、、、、医療法医療法医療法医療法規規規規則及則及則及則及びガイびガイびガイびガイドラドラドラドライイイインでンでンでンで定定定定めめめめらららられているとれているとれているとれていると聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりま
すすすす。。。。県県県県はははは稼働率稼働率稼働率稼働率をををを変更変更変更変更するするするするこここことがでとがでとがでとができきききるのかるのかるのかるのか、、、、ででででききききるとすれるとすれるとすれるとすればばばば、、、、そそそそのののの根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか、、、、示示示示してしてしてして
ほほほほしいしいしいしい。。。。

ｴｴｴｴ 厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省のののの考考考考ええええ方方方方はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｵｵｵｵ 中中中中部部部部医療圏医療圏医療圏医療圏にににに４４４４カカカカ所所所所のののの救急救急救急救急病院病院病院病院がががが指指指指定定定定されているがされているがされているがされているが、、、、そそそそのいのいのいのいずずずずれもれもれもれも検討検討検討検討会会会会議議議議構構構構成員成員成員成員のののの
中中中中にににに入入入入っていないっていないっていないっていない。。。。そそそそののののこここことでとでとでとで、、、、中中中中部部部部医療圏医療圏医療圏医療圏のののの意見意見意見意見がががが反映反映反映反映されているとされているとされているとされていると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、、、、
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 認認認認知知知知症症症症行行行行方方方方不不不不明明明明者者者者・・・・救救救救済済済済ササササポートポートポートポート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)))) 認認認認知知知知症症症症行行行行方方方方不不不不明明明明者者者者のののの捜索捜索捜索捜索においてにおいてにおいてにおいて、、、、個個個個人人人人情報情報情報情報保保保保護法護法護法護法のののの特特特特例例例例またはまたはまたはまたは柔軟柔軟柔軟柔軟化化化化はははは可能可能可能可能かかかか。。。。まままま
たたたた、、、、県内県内県内県内でででで特特特特例例例例をををを可可可可決決決決したしたしたした自自自自治治治治体体体体があるかがあるかがあるかがあるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいて、、、、認認認認知知知知症徘回症徘回症徘回症徘回者者者者、、、、行行行行方方方方不不不不明明明明者者者者救救救救済済済済のためののためののためののための組組組組織織織織づくづくづくづくりはりはりはりは、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度取取取取りりりり組組組組
まれているかまれているかまれているかまれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 各各各各市町村市町村市町村市町村においてにおいてにおいてにおいて、、、、認認認認知知知知症症症症行行行行方方方方不不不不明明明明者関連者関連者関連者関連ののののシシシシンポジンポジンポジンポジウウウウムムムム開催開催開催開催やややや模模模模擬訓練擬訓練擬訓練擬訓練のののの実施状況実施状況実施状況実施状況
についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 公務公務公務公務にににに従事従事従事従事するするするする県県県県職職職職員員員員にににに認認認認知知知知症症症症対策対策対策対策講座講座講座講座受受受受講講講講のののの義義義義務務務務化化化化にににに対対対対するするするする県県県県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たいたいた
いいいい。。。。

((((5555)))) 認認認認知知知知症徘回症徘回症徘回症徘回でででで高高高高齢齢齢齢者者者者のののの事事事事故故故故がががが多発多発多発多発しししし、、、、認認認認知知知知症症症症をををを持持持持つつつつ家家家家族族族族にもにもにもにも賠償賠償賠償賠償をををを求求求求めめめめらららられるれるれるれる訴訟訴訟訴訟訴訟がががが
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起起起起ここここっているっているっているっている。。。。本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者ドラドラドラドライイイイババババーのーのーのーの徘回徘回徘回徘回がががが増加増加増加増加傾傾傾傾向向向向にあるとにあるとにあるとにあると言言言言わわわわれておれておれておれてお
りりりり、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせくせくせくせくだだだださいさいさいさい。。。。

4444 「「「「ママママイナイナイナイナンンンンババババーーーー制度制度制度制度」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 去去去去るるるる10101010月月月月４４４４日日日日かかかかららららママママイナイナイナイナンンンンババババーーーー通知通知通知通知がががが始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。制度制度制度制度のののの内内内内容容容容がががが広広広広くくくく県民県民県民県民にににに理理理理解解解解されてされてされてされて
いないといないといないといないとこここころろろろがありがありがありがあり、、、、またまたまたまた市町村市町村市町村市町村においてもにおいてもにおいてもにおいても準準準準備不備不備不備不足足足足へのへのへのへの指摘指摘指摘指摘もありますもありますもありますもあります。。。。いまいまいまいま一一一一度度度度、、、、制度制度制度制度
のののの内内内内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 個個個個人人人人番号番号番号番号カカカカードはードはードはードは、、、、公的公的公的公的身身身身分分分分証明証明証明証明書書書書としてもとしてもとしてもとしても利利利利用用用用ででででききききるとされているがるとされているがるとされているがるとされているが、、、、そそそそののののほほほほかにどのかにどのかにどのかにどのよよよよ
うなうなうなうなメメメメリットリットリットリット、、、、デメデメデメデメリットがリットがリットがリットが考考考考ええええらららられるかれるかれるかれるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 個個個個人人人人番号番号番号番号カカカカードをードをードをードを紛失紛失紛失紛失したしたしたした場合場合場合場合、、、、個個個個人人人人番号番号番号番号カカカカードのードのードのードの偽造偽造偽造偽造にににによよよよるるるる個個個個人人人人情報情報情報情報のののの漏漏漏漏えいえいえいえいやややや悪悪悪悪用用用用
されるされるされるされるこここことがとがとがとが懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 観光産業観光産業観光産業観光産業についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のリーのリーのリーのリーデデデディングィングィングィング産業産業産業産業とととと言言言言わわわわれるれるれるれる観光観光観光観光がががが好好好好調調調調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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行・・・・民民民民泊泊泊泊事業事業事業事業にににに対対対対するするするする県県県県のののの基基基基本本本本的的的的なななな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。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後、、、、本県観光本県観光本県観光本県観光のののの課題課題課題課題とととと対応対策対応対策対応対策対応対策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。。。。

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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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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 17171717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 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ののののききききれいなれいなれいなれいな海海海海とはとはとはとは、、、、どのどのどのどの地地地地域域域域をををを指指指指すのかすのかすのかすのか。。。。

2222 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、那覇軍港移那覇軍港移那覇軍港移那覇軍港移設設設設をををを当初当初当初当初のののの計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり浦添浦添浦添浦添にににに粛々粛々粛々粛々とととと進進進進めていめていめていめていくこくこくこくことにとにとにとに変変変変わわわわりはないりはないりはないりはない
かかかか、、、、確認確認確認確認するするするする。。。。

3333 基基基基地行政地行政地行政地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの危険危険危険危険性性性性についてどのについてどのについてどのについてどのよよよようにうにうにうに認識認識認識認識をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

((((2222)))) 町町町町のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にありにありにありにあり、、、、非非非非常常常常にににに危険危険危険危険なななな状態状態状態状態でででで70707070年間年間年間年間もももも脅脅脅脅かされかされかされかされ続続続続けているけているけているけている９９９９万万万万５５５５千宜野湾市千宜野湾市千宜野湾市千宜野湾市
民民民民のののの命命命命とととと安安安安全全全全をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、翁翁翁翁長県政長県政長県政長県政はははは解解解解決決決決にににに向向向向けてけてけてけて、、、、何何何何をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうにうに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる
かかかか、、、、具体的具体的具体的具体的にににに伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 昨今昨今昨今昨今、、、、基基基基地地地地にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方はははは知事知事知事知事をををを初初初初めめめめ、、、、共共共共産党産党産党産党ややややオーオーオーオールルルル革革革革新新新新はははは変変変変化化化化したがしたがしたがしたがそそそそのののの真真真真意意意意
はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 久辺久辺久辺久辺三三三三区区区区はははは、、、、基基基基地地地地のののの整整整整理理理理縮小縮小縮小縮小・・・・統統統統合合合合並並並並びびびびにににに、、、、９９９９万万万万５５５５千市千市千市千市民民民民のののの命命命命をををを守守守守るためのるためのるためのるための危険危険危険危険性性性性のののの除除除除
去去去去にににに向向向向けたけたけたけた普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの返還返還返還返還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みにみにみに、、、、どのどのどのどのよよよようなうなうなうな理理理理解解解解をををを示示示示しているかしているかしているかしているか、、、、県県県県
のののの受受受受けとめけとめけとめけとめ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 1000100010001000万万万万観光観光観光観光をををを目目目目指指指指すすすす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のみのみのみの中中中中、、、、今今今今行行行行わわわわれているれているれているれている反反反反対運対運対運対運動動動動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

((((1111)))) 辺辺辺辺野古野古野古野古地地地地域域域域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、、、、県県県県はははは確認確認確認確認、、、、把握把握把握把握をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

((((2222)))) 宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾地地地地域域域域でででで行行行行わわわわれているれているれているれている実態実態実態実態についてについてについてについて、、、、把握把握把握把握をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

((((3333)))) 北北北北部観光部観光部観光部観光リリリリゾゾゾゾートートートート地地地地域域域域でででで、、、、今今今今何何何何がががが起起起起ききききているかているかているかているか把握把握把握把握をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

5555 道路道路道路道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)))) 中中中中部部部部商商商商業高校業高校業高校業高校へのへのへのへの通学通学通学通学路路路路のののの安安安安全確全確全確全確保保保保にににに向向向向けたけたけたけた整備整備整備整備についてについてについてについて

6666 障障障障害害害害者者者者にもにもにもにもわわわわかりかりかりかりややややすいすいすいすい徹徹徹徹底底底底したしたしたした災害避難災害避難災害避難災害避難にににに向向向向けたけたけたけたややややさしいまさしいまさしいまさしいまちづくちづくちづくちづくりについてりについてりについてりについて

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8888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))))

12121212月月月月07070707    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 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　良俊良俊良俊良俊（（（（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
　　　　翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、今今今今月月月月10101010日日日日でででで就就就就任任任任してしてしてして１１１１年年年年になりますになりますになりますになります。。。。基基基基地問題地問題地問題地問題をををを初初初初めめめめ経済産業経済産業経済産業経済産業、、、、観光観光観光観光、、、、農林農林農林農林
水産水産水産水産、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療、、、、教育教育教育教育、、、、離島離島離島離島振興振興振興振興などなどなどなど重重重重要要要要なななな課題課題課題課題がががが山積山積山積山積しておりますしておりますしておりますしております。。。。今後今後今後今後のののの県政運営県政運営県政運営県政運営にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいといたいといたいといたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米軍普天米軍普天米軍普天米軍普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの名名名名護護護護市市市市辺辺辺辺野古野古野古野古移移移移設設設設についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ))))仲井眞前仲井眞前仲井眞前仲井眞前知事知事知事知事はははは公公公公有水有水有水有水面面面面埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの審査審査審査審査はははは厳厳厳厳正正正正にににに行行行行いいいい瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵はないとはないとはないとはないと発発発発言言言言しておりましておりましておりましておりま
すすすす。。。。しかししかししかししかし、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは承承承承認認認認にはにはにはには瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるというがあるというがあるというがあるというこここことでとでとでとで、、、、埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認をををを取取取取りりりり消消消消したしたしたした。。。。ここここれれれれ
にににに対対対対しししし、、、、国国国国はははは先先先先月月月月27272727日日日日にににに公公公公有水有水有水有水面面面面埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認取取取取りりりり消消消消しししし処分処分処分処分のののの効力効力効力効力をををを停止停止停止停止するするするする執執執執行行行行停止停止停止停止
をををを決決決決定定定定したしたしたした。。。。県県県県はははは11111111月月月月２２２２日日日日にににに承承承承認認認認取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの執執執執行行行行停止停止停止停止がががが不不不不適法適法適法適法であるというであるというであるというであるというこここことでとでとでとで国地国地国地国地
方方方方係争処係争処係争処係争処理理理理委委委委員会員会員会員会にににに審査審査審査審査をををを申申申申しししし入入入入れたれたれたれた。。。。そそそそしてしてしてして国国国国はははは県県県県がががが勧告勧告勧告勧告・・・・指指指指示示示示にににに従従従従わわわわないというないというないというないという
こここことでとでとでとで福福福福岡岡岡岡高高高高裁裁裁裁那覇支那覇支那覇支那覇支部部部部にににに提起提起提起提起したしたしたした。。。。今回今回今回今回のののの審査審査審査審査申申申申しししし出出出出がががが却下却下却下却下されたされたされたされたららららどういうどういうどういうどういう対応対応対応対応をををを
ととととらららられるのかれるのかれるのかれるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、防衛防衛防衛防衛省省省省はははは10101010月月月月22229999日日日日にににに名名名名護護護護市市市市辺辺辺辺野古野古野古野古でででで本本本本体体体体工工工工事事事事にににに着着着着手手手手しししし
たたたた。。。。国国国国とととと県県県県とのとのとのとの相互提訴相互提訴相互提訴相互提訴でででで裁判裁判裁判裁判のののの長期化長期化長期化長期化になるのはになるのはになるのはになるのは必必必必至至至至であるであるであるである。。。。そそそそのののの間間間間にもにもにもにも工工工工事事事事はははは行行行行
わわわわれれれれ、、、、平平平平成成成成32323232年年年年10101010月月月月ごごごごろろろろにににに埋埋埋埋立立立立工工工工事事事事はははは完了予完了予完了予完了予定定定定であるであるであるである。。。。工工工工事事事事のののの停止停止停止停止についてはどうについてはどうについてはどうについてはどう対対対対
応応応応するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの浦添市浦添市浦添市浦添市移移移移設設設設についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ))))松松松松本本本本哲治浦添市哲治浦添市哲治浦添市哲治浦添市長長長長はははは、「、「、「、「那覇軍港移那覇軍港移那覇軍港移那覇軍港移設設設設反反反反対対対対」」」」をををを選挙選挙選挙選挙公公公公約約約約にににに掲掲掲掲げげげげ当選当選当選当選しましたしましたしましたしました。。。。しかししかししかししかし、、、、
日米日米日米日米両両両両政政政政府府府府、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港管管管管理理理理組組組組合合合合等等等等とととと協議協議協議協議してしてしてして現行現行現行現行のののの軍港移軍港移軍港移軍港移設計画設計画設計画設計画をををを
阻止阻止阻止阻止ででででききききるのかるのかるのかるのか。。。。またまたまたまた、、、、浦添浦添浦添浦添移移移移設設設設ななななきききき返還返還返還返還をををを求求求求めていめていめていめていくこくこくこくことはとはとはとは不可能不可能不可能不可能であるというであるというであるというであるという現実現実現実現実をををを
知知知知ららららされされされされ、、、、松松松松本本本本市市市市長長長長はははは、、、、浦添市案浦添市案浦添市案浦添市案でででで移移移移設設設設容認容認容認容認にかにかにかにかじじじじをををを切切切切ったったったったそそそそうでありますうでありますうでありますうであります。。。。知事知事知事知事はははは那那那那
覇軍港覇軍港覇軍港覇軍港のののの浦添浦添浦添浦添移移移移設設設設についてはについてはについてはについては、、、、態態態態度度度度をををを明確明確明確明確にされていまにされていまにされていまにされていませせせせんんんん。。。。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いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) キャキャキャキャンンンンププププ・・・・キキキキンンンンザザザザーーーー沖沖沖沖のののの西西西西海海海海岸埋岸埋岸埋岸埋立立立立計画計画計画計画やややや那覇港那覇港那覇港那覇港湾湾湾湾施設施設施設施設（（（（那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港））））移移移移設位設位設位設位置置置置のののの見直見直見直見直
しをめしをめしをめしをめぐぐぐぐってってってって浦添市浦添市浦添市浦添市とととと那覇港那覇港那覇港那覇港管管管管理理理理組組組組合合合合のののの意見意見意見意見がががが折折折折りりりり合合合合わわわわずずずず、、、、港港港港湾湾湾湾計画計画計画計画をををを改改改改定定定定するするするするこここことととと
になっているになっているになっているになっているそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、軍港移軍港移軍港移軍港移設設設設についてはどうなるのかについてはどうなるのかについてはどうなるのかについてはどうなるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 基基基基地地地地のののの返還返還返還返還についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは嘉嘉嘉嘉手手手手納以納以納以納以南南南南のののの米軍基米軍基米軍基米軍基地地地地のののの返還返還返還返還をををを当当当当てててて込込込込みみみみ、、、、返還返還返還返還後後後後のののの跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用にににによよよよるるるる経済効果経済効果経済効果経済効果をををを
試試試試算算算算していますしていますしていますしています。。。。ここここれにれにれにれによよよよれれれればばばば、、、、キャキャキャキャンンンンププププ桑江桑江桑江桑江はははは、、、、返還返還返還返還前前前前のののの40404040億円億円億円億円かかかからららら返還返還返還返還後後後後はははは334334334334億円億円億円億円
とととと８８８８倍倍倍倍にににに、、、、キャキャキャキャンンンンププププ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧はははは、、、、返還返還返還返還前前前前のののの101010109999億円億円億円億円かかかからららら返還返還返還返還後後後後はははは1010101066661111億円億円億円億円とととと10101010倍倍倍倍にににに、、、、普天普天普天普天間間間間
飛飛飛飛行行行行場場場場はははは、、、、返還返還返還返還前前前前のののの120120120120億円億円億円億円かかかからららら3333866866866866億円億円億円億円とととと32323232倍倍倍倍にににに、、、、牧牧牧牧港港港港補補補補給地給地給地給地区区区区はははは、、、、返還返還返還返還前前前前のののの202202202202億億億億
円円円円かかかからららら2222565656564444億円億円億円億円とととと13131313倍倍倍倍にににに、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港湾湾湾湾施設施設施設施設はははは、、、、返還返還返還返還前前前前のののの30303030億億億億かかかからららら1071071071076666億円億円億円億円とととと33336666倍倍倍倍にににに、、、、そそそそれれれれ
ぞぞぞぞれれれれ８８８８倍倍倍倍かかかからららら33336666倍倍倍倍ものものものもの経済効果経済効果経済効果経済効果がががが出出出出るとるとるとると期待期待期待期待をををを高高高高めておりますめておりますめておりますめております。。。。またまたまたまた、、、、雇用雇用雇用雇用はははは、、、、５５５５施設施設施設施設でででで現現現現
在在在在のののの4400440044004400人人人人かかかからららら11118888倍倍倍倍のののの８８８８万万万万555503030303人人人人にににに、、、、税収税収税収税収はははは、、、、55557777億円億円億円億円かかかからららら11118888倍倍倍倍のののの1004100410041004億円億円億円億円ににににふふふふえるえるえるえる見見見見込込込込
みでありますみでありますみでありますみであります。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納以納以納以納以南南南南のののの基基基基地地地地がががが返還返還返還返還されてもされてもされてもされても県県県県全全全全体体体体のののの基基基基地地地地負担負担負担負担のののの軽軽軽軽減減減減
ははははわわわわずずずずかしかかしかかしかかしか減減減減ららららないとないとないとないと否否否否定定定定的的的的なななな見解見解見解見解をををを示示示示しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、米軍基米軍基米軍基米軍基地地地地のののの存在存在存在存在がががが都市都市都市都市計画計画計画計画
やややや住住住住民生活民生活民生活民生活面面面面にににに支支支支障障障障をををを来来来来しているしているしているしている当当当当のののの市町村市町村市町村市町村にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、基基基基地地地地がながながながなくくくくなるなるなるなるこここことのとのとのとのメメメメリットはリットはリットはリットは
はかりはかりはかりはかり知知知知れれれれずずずず、、、、単単単単にににに数数数数字字字字ではかれるものではかれるものではかれるものではかれるもの以上以上以上以上ののののメメメメリットがあるリットがあるリットがあるリットがあるこここことをとをとをとを知知知知るるるるべきべきべきべきありますありますありますあります。。。。県県県県みみみみ
ずずずずかかかからこらこらこらこれれれれららららのののの基基基基地地地地のののの返還返還返還返還がもたがもたがもたがもたららららすすすす経済効果経済効果経済効果経済効果をををを試試試試算算算算しししし、、、、県経済県経済県経済県経済にににに大大大大いにいにいにいに波波波波及及及及するとしてするとしてするとしてするとして
いるがいるがいるがいるが、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納以納以納以納以南南南南のののの大規模大規模大規模大規模なななな米軍基米軍基米軍基米軍基地地地地のののの返還返還返還返還についてについてについてについて知事知事知事知事のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンについてンについてンについてンについて
　沖縄県　沖縄県　沖縄県　沖縄県はははは47474747都都都都道道道道府府府府県県県県のののの中中中中でででで、、、、将来将来将来将来ビビビビジジジジョョョョンすなンすなンすなンすなわちわちわちわち中中中中長期長期長期長期のののの県政運営県政運営県政運営県政運営のののの基基基基本本本本構想構想構想構想をををを
持持持持っていないっていないっていないっていない唯一唯一唯一唯一のののの県県県県であったであったであったであった。。。。40404040年間年間年間年間のののの沖縄振興開発計画沖縄振興開発計画沖縄振興開発計画沖縄振興開発計画とととと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、、、、国国国国のののの計計計計
画画画画でありでありでありであり、、、、そそそそももももそそそそももももププププランであってランであってランであってランであってビビビビジジジジョョョョンではないンではないンではないンではない。。。。そこそこそこそこにはにはにはには、、、、計画目計画目計画目計画目標標標標はははは掲掲掲掲げげげげらららられているれているれているれている
がががが、、、、目目目目標標標標のののの達達達達成成成成にににによよよよってってってって現出現出現出現出するするするする将来像将来像将来像将来像はははは見見見見えないえないえないえない。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未来未来未来未来図図図図はははは県民県民県民県民みみみみずずずずかかかかららららがががが描描描描
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くべきくべきくべきくべきでありでありでありであり、、、、国国国国ははははそそそそのののの実現実現実現実現をををを支援支援支援支援するするするする立場立場立場立場であるであるであるである。。。。ここここのためのためのためのため県県県県ではではではでは、、、、平平平平成成成成42424242年年年年（（（（2030203020302030年年年年））））
をををを目目目目標標標標年年年年次次次次とするとするとするとする長期長期長期長期ビビビビジジジジョョョョンンンン、、、、すなすなすなすなわちわちわちわち沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンをンをンをンを平平平平成成成成22222222年年年年３３３３月月月月にににに策定策定策定策定、、、、沖沖沖沖
縄縄縄縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンンンン基基基基本計画本計画本計画本計画をををを平平平平成成成成24242424年年年年５５５５月月月月にににに策定策定策定策定、、、、実施計画実施計画実施計画実施計画（（（（５５５５年計画年計画年計画年計画））））をををを平平平平成成成成24242424年年年年９９９９月月月月
にににに策定策定策定策定、、、、現現現現在在在在、、、、基基基基本計画本計画本計画本計画でででで掲掲掲掲げげげげたたたた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実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。知事知事知事知事はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世
紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンをンをンをンを継承継承継承継承するとするとするとすると表表表表明明明明しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、国国国国とのとのとのとの対対対対立立立立でででで実施計画実施計画実施計画実施計画にににに影響影響影響影響がががが出出出出るのではるのではるのではるのでは
ないかとないかとないかとないかと危惧危惧危惧危惧しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、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。。。。

((((4444)))) 人材育成人材育成人材育成人材育成についてについてについてについて
　21　21　21　21世世世世紀紀紀紀のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが持続的持続的持続的持続的なななな発発発発展展展展をををを続続続続けけけけ、、、、世界世界世界世界にににに開開開開かれたかれたかれたかれた地地地地域域域域となるためにはとなるためにはとなるためにはとなるためには人材人材人材人材のののの育育育育
成成成成がががが必必必必要不可要不可要不可要不可欠欠欠欠ななななこここことでありますとでありますとでありますとであります。。。。そそそそしてしてしてして、、、、産業産業産業産業・・・・経済振興経済振興経済振興経済振興とととと人材育成人材育成人材育成人材育成はははは表表表表裏一裏一裏一裏一体体体体でなけでなけでなけでなけ
れれれればばばばななななららららないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県はははは、、、、情報情報情報情報通通通通信信信信産業産業産業産業、、、、観光観光観光観光・リ・リ・リ・リゾゾゾゾートートートート産業産業産業産業、、、、農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業、、、、製製製製造造造造業業業業
等等等等でででで人材育成人材育成人材育成人材育成にににに努努努努めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。しかししかししかししかし、、、、県内県内県内県内ではではではでは土木土木土木土木建建建建築築築築業業業業界界界界でのでのでのでの技術技術技術技術者不者不者不者不足足足足をををを
初初初初めめめめ介護士介護士介護士介護士、、、、保育保育保育保育士士士士とととと人材不人材不人材不人材不足足足足がががが問題問題問題問題になっていますになっていますになっていますになっています。。。。そそそそしてしてしてして沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県周辺周辺周辺周辺でででで発見発見発見発見されてされてされてされて
いるいるいるいる豊富豊富豊富豊富なななな海海海海洋洋洋洋資資資資源源源源をををを開発開発開発開発するするするする技術技術技術技術者者者者のののの育成育成育成育成もももも重重重重要要要要ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。県経済県経済県経済県経済のののの成成成成
長長長長につなにつなにつなにつなげげげげるるるる人材育成人材育成人材育成人材育成をををを産学産学産学産学官官官官連連連連携携携携してしてしてして育成育成育成育成すすすすべきべきべきべきだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、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。。。。

2222 農林水産業振興農林水産業振興農林水産業振興農林水産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交交交交渉渉渉渉のののの大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意にににによよよよるるるる畜畜畜畜産産産産やサやサやサやサトトトトウキウキウキウキビビビビのののの合合合合意内意内意内意内容容容容とととと影響影響影響影響についてについてについてについて
　ＴＰＰ　ＴＰＰ　ＴＰＰ　ＴＰＰ交交交交渉渉渉渉がががが10101010月月月月５５５５日日日日にににに参参参参加加加加12121212力国力国力国力国にににによよよよりりりり大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意がなされがなされがなされがなされ、、、、関関関関税税税税のののの段階段階段階段階的的的的なななな削削削削減減減減等等等等がががが
盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれたよよよようであるがうであるがうであるがうであるが、、、、協協協協定定定定がががが発効発効発効発効したしたしたした場合場合場合場合、、、、県内農林水産業県内農林水産業県内農林水産業県内農林水産業、、、、特特特特にににに畜畜畜畜産業産業産業産業へへへへ与与与与えるえるえるえる
影響影響影響影響はははは大大大大ききききいものといものといものといものと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。そこそこそこそこでででで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの重重重重要品目要品目要品目要品目であるであるであるである畜畜畜畜産産産産ととととササササトトトトウキウキウキウキビビビビのののの大大大大筋合筋合筋合筋合意内意内意内意内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意のののの内内内内容容容容どおりにどおりにどおりにどおりに関関関関税税税税等等等等のののの削削削削減減減減となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、畜畜畜畜産産産産ととととササササトトトトウキウキウキウキビビビビにににに対対対対するするするする影響影響影響影響にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交交交交渉渉渉渉のののの大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意にににに当当当当たってのたってのたってのたっての県県県県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
　ＴＰＰ　ＴＰＰ　ＴＰＰ　ＴＰＰ交交交交渉渉渉渉のののの大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意をををを受受受受けてけてけてけて、、、、県内県内県内県内のののの農林農林農林農林漁漁漁漁業者業者業者業者及及及及びびびび関係関係関係関係団体団体団体団体等等等等はははは、、、、将来将来将来将来のののの経営継経営継経営継経営継
続続続続にににに対対対対してしてしてして不安不安不安不安をををを抱抱抱抱いているといているといているといていると思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県がどのがどのがどのがどのよよよようなうなうなうな対応対応対応対応をとったのかをとったのかをとったのかをとったのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 政政政政府府府府がががが示示示示したしたしたした「「「「総総総総合的合的合的合的ななななＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ関連政策大関連政策大関連政策大関連政策大綱綱綱綱」」」」についてについてについてについて
　11　11　11　11月月月月22225555日日日日にににに政政政政府府府府はははは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ交交交交渉渉渉渉のののの大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意をををを受受受受けけけけ、、、、国民国民国民国民やややや農林農林農林農林漁漁漁漁業者等業者等業者等業者等のののの不安不安不安不安をををを払拭払拭払拭払拭
するためするためするためするため「「「「総総総総合的合的合的合的ななななＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ関連政策大関連政策大関連政策大関連政策大綱綱綱綱」」」」をををを示示示示したがしたがしたがしたがそそそそのののの内内内内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 「「「「総総総総合的合的合的合的ななななＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ関連政策大関連政策大関連政策大関連政策大綱綱綱綱」」」」のののの農林水産分農林水産分農林水産分農林水産分野野野野のののの内内内内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「大大大大綱綱綱綱」」」」のののの策定策定策定策定をををを受受受受けけけけ、、、、今後今後今後今後、、、、県県県県としてどのとしてどのとしてどのとしてどのよよよようなうなうなうな対応対応対応対応をとるのかをとるのかをとるのかをとるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 土土土土地地地地改良改良改良改良事業事業事業事業のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと農地農地農地農地管管管管理理理理のののの支援支援支援支援についてについてについてについて
　現　現　現　現在在在在、、、、県内県内県内県内各各各各地地地地でででで行行行行わわわわれているれているれているれている圃圃圃圃場場場場整備事業整備事業整備事業整備事業はははは、、、、整備地整備地整備地整備地区区区区かかかからららら出出出出たたたた石石石石灰岩灰岩灰岩灰岩などをなどをなどをなどを有効有効有効有効
にににに利利利利用用用用しながしながしながしながらららら畑畑畑畑地地地地のののの整備整備整備整備がががが進進進進んでおりますがんでおりますがんでおりますがんでおりますが、、、、整備整備整備整備されたされたされたされた農地農地農地農地をををを持続的持続的持続的持続的にににに利利利利用用用用していしていしていしていくくくく
ためにはためにはためにはためには排排排排水水水水路路路路などのなどのなどのなどの維維維維持持持持管管管管理理理理がががが重重重重要要要要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。そこそこそこそこでででで伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの土土土土地地地地改良改良改良改良事業事業事業事業にににによよよよるるるる農業農業農業農業基盤基盤基盤基盤整備整備整備整備のののの直直直直近近近近のののの整備整備整備整備率率率率とととと今後今後今後今後のののの整備目整備目整備目整備目標標標標はどうはどうはどうはどう
なっているのかなっているのかなっているのかなっているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 土土土土地地地地改良改良改良改良事業事業事業事業にににによよよよりりりり整備整備整備整備されたされたされたされた排排排排水水水水路路路路やややや沈砂池沈砂池沈砂池沈砂池等等等等のののの施設施設施設施設のののの維維維維持持持持管管管管理理理理をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための
仕仕仕仕組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 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のののの予予予予算算算算確確確確保保保保についてについてについてについて
　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のののの平平平平成成成成22228888年年年年度度度度のののの予予予予算算算算確確確確保保保保にににに向向向向けてけてけてけて県県県県としてどのとしてどのとしてどのとしてどのよよよようなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを
行行行行っているかっているかっているかっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 土木土木土木土木建建建建築築築築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)))) 県営県営県営県営団団団団地地地地へのへのへのへの福祉福祉福祉福祉施設等施設等施設等施設等のののの併併併併設設設設についてについてについてについて
　現　現　現　現在在在在、、、、県営県営県営県営団団団団地地地地のののの老朽老朽老朽老朽化化化化、、、、耐震耐震耐震耐震化等化等化等化等でででで改築改築改築改築がががが行行行行わわわわれていますれていますれていますれています。。。。少子少子少子少子・・・・高高高高齢齢齢齢化化化化がががが進進進進むむむむ
中中中中、、、、持続持続持続持続可能可能可能可能なななな地地地地域祉域祉域祉域祉会会会会づくづくづくづくりをりをりをりを目目目目指指指指すためにもすためにもすためにもすためにも高高高高齢齢齢齢者者者者やややや障障障障害害害害者者者者、、、、子育子育子育子育てててて施設等施設等施設等施設等をををを併併併併設設設設
するするするする必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、併併併併設設設設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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県発県発県発県発注注注注工工工工事事事事のののの「「「「最低最低最低最低制制制制限限限限価格価格価格価格」」」」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
　県発　県発　県発　県発注注注注工工工工事事事事はははは人人人人件費件費件費件費やややや材材材材料料料料費費費費などをなどをなどをなどを積積積積みみみみ上上上上げげげげてててて工工工工事事事事にににに必必必必要要要要なななな額額額額（（（（予予予予定定定定価格価格価格価格））））をををを県県県県がががが算算算算
出出出出、、、、業者業者業者業者がががが入札入札入札入札ででででききききるるるる最最最最もももも低低低低いいいい金金金金額額額額がががが最低最低最低最低制制制制限限限限価格価格価格価格でありますでありますでありますであります。。。。低低低低ココココストにストにストにストによよよよるるるる不不不不良良良良工工工工事事事事
やややや極極極極端端端端にににに低低低低いいいい人人人人件費件費件費件費のののの発発発発注注注注をををを防防防防ぐぐぐぐ目目目目的的的的でででで設定設定設定設定されているされているされているされている。。。。受受受受注注注注業者業者業者業者がががが決決決決ままままららららないないないない入札入札入札入札のののの
不不不不調調調調・・・・不不不不落落落落率率率率はははは2012201220122012年年年年度度度度はははは11115555％％％％、、、、13131313年年年年度度度度はははは11119999％％％％、、、、14141414年年年年度度度度20202020％％％％とととと増加増加増加増加しているしているしているしている。「。「。「。「最低最低最低最低制制制制
限限限限価格価格価格価格」」」」のののの見直見直見直見直しがしがしがしが入札入札入札入札のののの不不不不調調調調・・・・不不不不落落落落をををを減減減減ららららしししし、、、、業者業者業者業者のののの適正適正適正適正なななな利利利利益益益益のののの確確確確保保保保がががが必必必必要要要要でありまでありまでありまでありま
すすすす。。。。見直見直見直見直しについてはしについてはしについてはしについては遅遅遅遅いといといといと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県道道道道糸満糸満糸満糸満与那与那与那与那原原原原線線線線のののの拡拡拡拡幅幅幅幅工工工工事事事事についてについてについてについて
　県　県　県　県道道道道糸満糸満糸満糸満与那与那与那与那原原原原線線線線のののの東東東東風風風風平平平平北交北交北交北交差差差差点点点点かかかからサらサらサらサンンンンエエエエーーーー八重八重八重八重瀬瀬瀬瀬シシシシティまでのティまでのティまでのティまでの拡拡拡拡幅幅幅幅工工工工事事事事がががが計計計計
画画画画されているがされているがされているがされているが、、、、延延延延長長長長・・・・幅幅幅幅員員員員そそそそしてしてしてして工工工工事事事事ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル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たいいたいいたいいたい。。。。
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4444 離島離島離島離島地地地地域域域域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)))) 離島離島離島離島のののの生活生活生活生活基盤基盤基盤基盤整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 久米島久米島久米島久米島町町町町のののの兼城兼城兼城兼城港港港港ターターターターミナルミナルミナルミナル施設施設施設施設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

((((ｱｱｱｱ))))兼城兼城兼城兼城港港港港はははは久米島久米島久米島久米島航航航航路路路路のののの発発発発着着着着港港港港としてとしてとしてとして町町町町民民民民をををを初初初初めめめめ観光観光観光観光客客客客のののの送送送送迎迎迎迎施設施設施設施設でさでさでさでさららららにににに生活生活生活生活物物物物資資資資
をををを初初初初めめめめ地地地地元元元元のののの農農農農海海海海のののの出出出出荷荷荷荷をををを扱扱扱扱うううう重重重重要要要要なななな港港港港湾湾湾湾施設施設施設施設でありますでありますでありますであります。。。。岸岸岸岸壁壁壁壁やややや防防防防波波波波堤堤堤堤等等等等のののの港港港港湾湾湾湾
整備整備整備整備はははは完了完了完了完了しているとのしているとのしているとのしているとのこここことであるがとであるがとであるがとであるが、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化しているターしているターしているターしているターミナルミナルミナルミナル施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを優優優優先先先先しししし
てててて整備整備整備整備するするするするべきべきべきべきだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 粟粟粟粟国国国国港港港港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

((((ｱｱｱｱ))))他他他他のののの離島離島離島離島航航航航路路路路がががが軒軒軒軒並並並並みみみみ99990000％％％％以上以上以上以上のののの運航運航運航運航率率率率であるにもかかであるにもかかであるにもかかであるにもかかわらわらわらわらずずずず、、、、粟粟粟粟国航国航国航国航路路路路のののの運航運航運航運航率率率率
はははは85858585％％％％前後前後前後前後とととと低迷低迷低迷低迷しているしているしているしている。。。。要要要要因因因因はははは、、、、強強強強いいいい南南南南風風風風にににに対応対応対応対応ででででききききないないないない港港港港湾湾湾湾にあるとにあるとにあるとにあると言言言言わわわわれてれてれてれて
いるいるいるいる。。。。県県県県はははは平平平平成成成成23232323年年年年度度度度とととと平平平平成成成成24242424年年年年度度度度にににに港港港港内内内内静穏静穏静穏静穏度検討度検討度検討度検討のためののためののためののための波波波波浪浪浪浪観観観観測測測測調査調査調査調査等等等等をををを実実実実
施施施施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。そそそそしてしてしてして、、、、結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて対策対策対策対策案案案案のののの策定策定策定策定にににに取取取取りりりり組組組組むとありましたむとありましたむとありましたむとありました。。。。そそそそのののの後後後後
のののの取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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


