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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24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 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 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備計画配備計画配備計画配備計画にににに反対反対反対反対するするするする県民大会県民大会県民大会県民大会はははは、、、、多数多数多数多数のののの県民県民県民県民やややや、、、、またまたまたまた県外県外県外県外からもからもからもからも参加参加参加参加するするするする過過過過
去最大規模去最大規模去最大規模去最大規模のののの大会大会大会大会になったになったになったになった。。。。知事知事知事知事のののの受受受受けとめけとめけとめけとめ方方方方はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備をををを機種変更機種変更機種変更機種変更とのとのとのとの立場立場立場立場にににに立立立立ちちちち、、、、事態事態事態事態がががが県民県民県民県民やややや国民国民国民国民のののの生命生命生命生命、、、、安全安全安全安全にににに
甚大甚大甚大甚大なななな影響影響影響影響があってもがあってもがあってもがあっても地位協定地位協定地位協定地位協定のののの範囲範囲範囲範囲とのとのとのとの見解見解見解見解であるであるであるである。。。。まさにまさにまさにまさに今回今回今回今回ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備
はははは地位協定地位協定地位協定地位協定のののの不当不当不当不当さとさとさとさと日米同盟日米同盟日米同盟日米同盟のありのありのありのあり方方方方がががが具体的具体的具体的具体的にににに問問問問われるわれるわれるわれる局面局面局面局面になったになったになったになった。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを岩国岩国岩国岩国にににに駐留駐留駐留駐留させるさせるさせるさせる案案案案がががが、、、、地元地元地元地元のののの反対反対反対反対によってによってによってによって普天間配備普天間配備普天間配備普天間配備になったことについになったことについになったことについになったことについ
てててて、、、、本土本土本土本土ではではではでは反対反対反対反対すればすればすればすれば撤回撤回撤回撤回するのにするのにするのにするのに、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にはにはにはには配備配備配備配備をををを強行強行強行強行するとしてするとしてするとしてするとして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに対対対対するするするする
「「「「構造的差別構造的差別構造的差別構造的差別」」」」ではないかとのではないかとのではないかとのではないかとの指摘指摘指摘指摘もあるもあるもあるもある。。。。知事知事知事知事はははは、、、、これらこれらこれらこれら近年県民近年県民近年県民近年県民がががが持持持持ちちちち始始始始めためためためた感情感情感情感情にににに
ついてどのようにおついてどのようにおついてどのようにおついてどのようにお考考考考えかえかえかえか。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの「「「「安全策安全策安全策安全策」」」」とととと言言言言われるわれるわれるわれる日米合同委員会合意事項日米合同委員会合意事項日米合同委員会合意事項日米合同委員会合意事項についてのについてのについてのについての所見所見所見所見はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 24242424日日日日のののの政府政府政府政府へのへのへのへの要請要請要請要請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

((((6666)))) 配備配備配備配備させないためにさせないためにさせないためにさせないために、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対応策対応策対応策対応策をををを考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

((((7777)))) 配備配備配備配備がががが強行強行強行強行されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、知事知事知事知事はははは重大重大重大重大なななな決意決意決意決意をすべきとをすべきとをすべきとをすべきと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。またそのまたそのまたそのまたその一一一一つとしてつとしてつとしてつとして
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの全全全全てのてのてのての米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地にわたってにわたってにわたってにわたって撤去要求撤去要求撤去要求撤去要求すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

2222 観光観光観光観光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)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの現状現状現状現状をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後、、、、急速急速急速急速にににに進進進進むむむむ高齢化高齢化高齢化高齢化とととと人口減少人口減少人口減少人口減少、、、、またまたまたまたＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空時代航空時代航空時代航空時代でででで沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光はどのようなはどのようなはどのようなはどのような対策対策対策対策
がががが必要必要必要必要になるかになるかになるかになるか。。。。どのようなどのようなどのようなどのような戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てていくかてていくかてていくかてていくか。。。。

((((3333)))) 観光産業観光産業観光産業観光産業がががが安定的安定的安定的安定的にににに成成成成りりりり立立立立つためにはつためにはつためにはつためには、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの増加増加増加増加がががが必須必須必須必須のののの条件条件条件条件であるであるであるである。。。。現現現現
下下下下のののの外国人入域客外国人入域客外国人入域客外国人入域客についてはについてはについてはについては台湾台湾台湾台湾からのからのからのからの入域客入域客入域客入域客がががが半数以上半数以上半数以上半数以上をををを占占占占めめめめ、、、、中国人中国人中国人中国人のののの増加増加増加増加がががが特特特特
徴的徴的徴的徴的であるであるであるである。。。。外国人観光者外国人観光者外国人観光者外国人観光者のののの誘客誘客誘客誘客のののの方策方策方策方策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 平成平成平成平成23232323年年年年（（（（暦年暦年暦年暦年））））のののの個人消費額個人消費額個人消費額個人消費額はははは６６６６万万万万8962896289628962円円円円でででで昭和昭和昭和昭和51515151年以来年以来年以来年以来35353535年間年間年間年間でででで最低額最低額最低額最低額であるであるであるである。。。。官官官官
民挙民挙民挙民挙げたげたげたげた対応策対応策対応策対応策がががが求求求求められているがどうかめられているがどうかめられているがどうかめられているがどうか。。。。

((((5555)))) 八重山八重山八重山八重山をををを初初初初めめめめ離島離島離島離島のののの人気人気人気人気はははは高高高高いいいい。。。。本島本島本島本島とのとのとのとの連関性連関性連関性連関性をををを高高高高めめめめ、、、、新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港のののの開港開港開港開港やややや下地島下地島下地島下地島
空港空港空港空港のののの利活用利活用利活用利活用などでなどでなどでなどで新新新新たなたなたなたなトリップマップトリップマップトリップマップトリップマップをつくりをつくりをつくりをつくり延泊延泊延泊延泊につなげるにつなげるにつなげるにつなげる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

3333 教育教育教育教育のののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((1111)))) 全国全国全国全国でででで「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」がががが問題問題問題問題になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」のののの実態実態実態実態はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか。。。。またどのようなまたどのようなまたどのようなまたどのような対応対応対応対応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)))) 沖縄一括交付金沖縄一括交付金沖縄一括交付金沖縄一括交付金によるによるによるによる「「「「教育教育教育教育・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援」」」」枠枠枠枠のののの確保確保確保確保（（（（10101010％％％％程度程度程度程度））））をををを行行行行うべきとのうべきとのうべきとのうべきとの要望要望要望要望もあもあもあもあ
るがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

((((3333)))) 学校統廃合学校統廃合学校統廃合学校統廃合、、、、高校再編計画高校再編計画高校再編計画高校再編計画のののの現状現状現状現状はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((4444)))) 教員教員教員教員のののの新規採用新規採用新規採用新規採用はははは2011201120112011年度年度年度年度、、、、2012201220122012年度年度年度年度でででで大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加しているがしているがしているがしているが、、、、なおなおなおなお教員定数教員定数教員定数教員定数のののの標準標準標準標準
にににに占占占占めるめるめるめる正規教員正規教員正規教員正規教員のののの割合割合割合割合がががが全国一低全国一低全国一低全国一低いのはなぜかいのはなぜかいのはなぜかいのはなぜか。。。。どうどうどうどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。

((((5555)))) 教員教員教員教員のののの休職者休職者休職者休職者のののの数数数数とそのとそのとそのとその内内内内、、、、精神的疾患精神的疾患精神的疾患精神的疾患はいかほどかはいかほどかはいかほどかはいかほどか。。。。

((((6666)))) 住住住住むむむむ地域地域地域地域によってによってによってによって教育格差教育格差教育格差教育格差があってはならないがあってはならないがあってはならないがあってはならない。。。。特特特特にににに離島離島離島離島やややや遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地からのからのからのからの高校入学高校入学高校入学高校入学はははは
保護者保護者保護者保護者にとってにとってにとってにとって大大大大きなきなきなきな経済負担経済負担経済負担経済負担になっているになっているになっているになっている。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎のののの建設建設建設建設やややや全市町村全市町村全市町村全市町村でででで公公公公
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的就学支援事業的就学支援事業的就学支援事業的就学支援事業がががが活用活用活用活用できるようにすべきとできるようにすべきとできるようにすべきとできるようにすべき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。。。。またまたまたまた、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから活用活用活用活用していしていしていしてい
るるるる市町村市町村市町村市町村とととと生徒数生徒数生徒数生徒数、、、、未活用未活用未活用未活用のののの市町村市町村市町村市町村のののの数数数数とととと生徒数生徒数生徒数生徒数をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ示示示示されたしされたしされたしされたし。。。。

((((7777)))) 小中学校小中学校小中学校小中学校でのでのでのでの就学援助家庭就学援助家庭就学援助家庭就学援助家庭のののの推移推移推移推移についてについてについてについて

((((8888)))) 各種各種各種各種スポーツスポーツスポーツスポーツ大会大会大会大会へのへのへのへの派遣費派遣費派遣費派遣費のののの補助補助補助補助などについてはどうかなどについてはどうかなどについてはどうかなどについてはどうか。。。。

((((9999)))) ７７７７月月月月５５５５日日日日からからからから６６６６日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの越来小学校越来小学校越来小学校越来小学校のののの児童児童児童児童51515151名名名名がががが県内県内県内県内でででで初初初初めてめてめてめて県境県境県境県境をををを越越越越えたえたえたえた
与論島与論島与論島与論島へのへのへのへの修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行がががが実現実現実現実現したしたしたした。。。。島島島島をををを挙挙挙挙げてのげてのげてのげての歓迎歓迎歓迎歓迎とととと沖縄沖縄沖縄沖縄とととと与論与論与論与論のののの歴史的歴史的歴史的歴史的つながりなどつながりなどつながりなどつながりなど
多多多多くのくのくのくの成果成果成果成果をををを上上上上げたとげたとげたとげたと伺伺伺伺っているっているっているっている。。。。これからもこれからもこれからもこれからも大大大大いにいにいにいに推奨推奨推奨推奨すべしとすべしとすべしとすべしと思思思思うがうがうがうが教育長教育長教育長教育長のののの所見所見所見所見いいいい
かんかんかんかん。。。。

4444 沖縄本島縦断鉄道沖縄本島縦断鉄道沖縄本島縦断鉄道沖縄本島縦断鉄道のののの導入導入導入導入についてについてについてについて
　　　　基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方とととと今後今後今後今後ののののタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代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24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（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 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
　　　　貧困貧困貧困貧困とととと格差格差格差格差のののの拡大拡大拡大拡大とととと学校教育学校教育学校教育学校教育へのへのへのへの選別選別選別選別とととと過度過度過度過度のののの競争主義競争主義競争主義競争主義がががが教育教育教育教育をををを荒廃荒廃荒廃荒廃させているとさせているとさせているとさせていると考考考考ええええ
るるるる。。。。子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策としてとしてとしてとして、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして支援支援支援支援することについてすることについてすることについてすることについて

((((1111)))) 学校給食費学校給食費学校給食費学校給食費のののの滞納者滞納者滞納者滞納者はははは何人何人何人何人いるかいるかいるかいるか。。。。教育教育教育教育のののの一環一環一環一環としたとしたとしたとした学校給食学校給食学校給食学校給食のののの無償化無償化無償化無償化、、、、当面払当面払当面払当面払えなえなえなえな
いいいい世帯世帯世帯世帯をををを減免減免減免減免することについてすることについてすることについてすることについて
　　　　またまたまたまた、、、、就学援助就学援助就学援助就学援助のののの所得基準所得基準所得基準所得基準はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。県県県県がががが市町村市町村市町村市町村のののの支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、申請基準申請基準申請基準申請基準をををを
生活保護生活保護生活保護生活保護のののの２２２２倍倍倍倍までまでまでまで引引引引きききき上上上上げてげてげてげて、、、、就学援助就学援助就学援助就学援助をををを拡充拡充拡充拡充することについてすることについてすることについてすることについて

((((2222)))) 向陽高校向陽高校向陽高校向陽高校のののの寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎はははは、、、、今年度定員今年度定員今年度定員今年度定員オーバーオーバーオーバーオーバーのためのためのためのため５５５５人人人人のののの生徒生徒生徒生徒がががが入寮入寮入寮入寮できなかったできなかったできなかったできなかった。。。。県県県県
立学校立学校立学校立学校のののの寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎をををを、、、、自宅外通学自宅外通学自宅外通学自宅外通学のののの生徒生徒生徒生徒がががが希望希望希望希望すればすればすればすれば誰誰誰誰でもでもでもでも入寮入寮入寮入寮できるようにふやしてできるようにふやしてできるようにふやしてできるようにふやして、、、、
親親親親のののの経済負担経済負担経済負担経済負担をををを軽減軽減軽減軽減することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎のののの給食給食給食給食のののの民間委託民間委託民間委託民間委託をををを中止中止中止中止することすることすることすること。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島からのからのからのからの高校進学高校進学高校進学高校進学にににに対対対対するするするする県県県県のののの支援支援支援支援、、、、本島本島本島本島でででで行行行行われるわれるわれるわれる小小小小・・・・中校中校中校中校のののの各種大会参加各種大会参加各種大会参加各種大会参加のののの派派派派
遣費支援遣費支援遣費支援遣費支援についてについてについてについて

((((4444)))) いじめやいじめやいじめやいじめや非行非行非行非行、、、、青少年犯罪青少年犯罪青少年犯罪青少年犯罪、、、、校内暴力校内暴力校内暴力校内暴力、、、、登校拒否登校拒否登校拒否登校拒否のののの実態実態実態実態はははは全国全国全国全国とととと比比比比べてどうなっているべてどうなっているべてどうなっているべてどうなっている
かかかか、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。子供子供子供子供のののの心心心心にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ってってってって解決解決解決解決につなげるためのにつなげるためのにつなげるためのにつなげるためのスクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーややややスススス
クールソーシャルワーカークールソーシャルワーカークールソーシャルワーカークールソーシャルワーカーのののの配置配置配置配置はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。すべてのすべてのすべてのすべての学校学校学校学校にににに配置配置配置配置することすることすることすること。。。。

((((5555)))) 高校再編計画高校再編計画高校再編計画高校再編計画のののの沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校とととと南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合をやめをやめをやめをやめ、、、、魅力魅力魅力魅力あるあるあるある学校学校学校学校づくりをづくりをづくりをづくりを
行行行行うことうことうことうこと。。。。沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校はははは、、、、伝統伝統伝統伝統あるあるあるある唯一唯一唯一唯一のののの水産高校水産高校水産高校水産高校であるであるであるである。。。。新学科新学科新学科新学科をををを創設創設創設創設するなどするなどするなどするなど拡充拡充拡充拡充
することすることすることすること。。。。南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校はははは写真甲子園写真甲子園写真甲子園写真甲子園でででで２２２２連覇優勝連覇優勝連覇優勝連覇優勝したしたしたしたＣＤＣＤＣＤＣＤ科科科科がががが開設開設開設開設６６６６年目年目年目年目にににに募集停募集停募集停募集停
止止止止、、、、廃科廃科廃科廃科されているされているされているされている。。。。南部唯一南部唯一南部唯一南部唯一のののの工業高校工業高校工業高校工業高校としてとしてとしてとして新科新科新科新科をををを創設創設創設創設してしてしてして存続存続存続存続をををを図図図図るべきるべきるべきるべき。。。。

((((6666)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテストのののの結果結果結果結果をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。選別選別選別選別とととと競争教育競争教育競争教育競争教育をやめてをやめてをやめてをやめて、、、、学学学学びびびび合合合合いいいい、、、、どのどのどのどの
子子子子もももも伸伸伸伸びるびるびるびる学校教育学校教育学校教育学校教育へへへへ見直見直見直見直しをすることしをすることしをすることしをすること。。。。30303030人人人人・・・・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状況実施状況実施状況実施状況とととと中学中学中学中学３３３３年年年年までまでまでまで実実実実
施施施施することについてすることについてすることについてすることについて、、、、またまたまたまた、、、、県県県県のののの26262626人下限人下限人下限人下限をををを撤廃撤廃撤廃撤廃することについてすることについてすることについてすることについて

((((7777)))) 政府政府政府政府はははは、、、、高校高校高校高校・・・・大学大学大学大学までまでまでまで段階的段階的段階的段階的なななな授業料授業料授業料授業料のののの無償化無償化無償化無償化をををを定定定定めためためためた国際人権国際人権国際人権国際人権ＡＡＡＡ規約規約規約規約のののの留保留保留保留保をををを撤撤撤撤
回回回回したしたしたした。。。。無償無償無償無償でででで教育教育教育教育をををを受受受受けるけるけるける権利権利権利権利がががが保障保障保障保障されるされるされるされる制度制度制度制度がががが急急急急がれるがれるがれるがれる。。。。生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯生活保護世帯のののの高校高校高校高校・・・・
大学進学率大学進学率大学進学率大学進学率のののの推移推移推移推移はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯のののの高校高校高校高校、、、、大学進学大学進学大学進学大学進学のののの支援支援支援支援にににに、、、、県県県県がががが給給給給
付制付制付制付制のののの奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度をををを創設創設創設創設することすることすることすること。。。。

((((8888)))) 浦添市浦添市浦添市浦添市のののの幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭のののの採用試験採用試験採用試験採用試験でででで、、、、資格要件変更資格要件変更資格要件変更資格要件変更をををを、、、、周知期間周知期間周知期間周知期間をををを置置置置かないでとりわけかないでとりわけかないでとりわけかないでとりわけ
現場現場現場現場のののの声声声声をををを無視無視無視無視してしてしてして一方的一方的一方的一方的にににに実施実施実施実施しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。制度変更制度変更制度変更制度変更やややや条件変更条件変更条件変更条件変更にににに周知期間周知期間周知期間周知期間をををを
置置置置くのはくのはくのはくのは住民本位住民本位住民本位住民本位のののの行政行政行政行政をををを進進進進めるめるめるめる根本問題根本問題根本問題根本問題であるであるであるである。。。。周知期間周知期間周知期間周知期間をををを設設設設けてけてけてけて幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭のののの採採採採
用試験用試験用試験用試験をををを実施実施実施実施したしたしたした市町村市町村市町村市町村はははは何何何何カカカカ所所所所かかかか。。。。例年例年例年例年70707070人余人余人余人余のののの応募者応募者応募者応募者がががが今回今回今回今回45454545人応募人応募人応募人応募とととと25252525人減人減人減人減っっっっ
ているているているている。。。。現実問題現実問題現実問題現実問題としてとしてとしてとして、、、、９９９９人人人人のののの現職臨時教諭現職臨時教諭現職臨時教諭現職臨時教諭がががが受験資格受験資格受験資格受験資格をををを奪奪奪奪われようとしていることはわれようとしていることはわれようとしていることはわれようとしていることは、、、、
基本的人権基本的人権基本的人権基本的人権にもかかわるにもかかわるにもかかわるにもかかわる重大問題重大問題重大問題重大問題であるであるであるである。。。。教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

2222 県立病院県立病院県立病院県立病院についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院はははは、、、、６６６６病院病院病院病院、、、、16161616カカカカ所所所所のののの附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所をををを持持持持ちちちち、、、、救急救命救急救命救急救命救急救命、、、、高度医療離島医療高度医療離島医療高度医療離島医療高度医療離島医療などなどなどなど不不不不
採算採算採算採算のののの医療医療医療医療をををを担担担担ってってってって県民県民県民県民のののの命命命命をををを救救救救っているっているっているっている。。。。医師不足医師不足医師不足医師不足やややや看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足はははは、、、、直直直直ちにちにちにちに県民県民県民県民のののの
医療医療医療医療をををを脅脅脅脅かすかすかすかす。。。。病院現場病院現場病院現場病院現場でででで必要必要必要必要とするとするとするとする医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、コメデイカルコメデイカルコメデイカルコメデイカルのののの定数定数定数定数をふやすことにをふやすことにをふやすことにをふやすことに
ついてついてついてついて

((((2222)))) 八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院はははは老朽化老朽化老朽化老朽化してしてしてして危険危険危険危険なななな状況状況状況状況であるであるであるである。。。。早急早急早急早急にににに改築計画改築計画改築計画改築計画をををを進進進進めることについてめることについてめることについてめることについて

((((3333)))) 医師不在医師不在医師不在医師不在となったとなったとなったとなった南部医療南部医療南部医療南部医療センターセンターセンターセンターのののの小児精神科小児精神科小児精神科小児精神科はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児などなどなどなど
のののの治療治療治療治療がががが困難困難困難困難となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、早急早急早急早急にににに再開再開再開再開をすべきをすべきをすべきをすべき。。。。

((((4444)))) 宮古宮古宮古宮古、、、、八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院にがんにがんにがんにがん治療認定医治療認定医治療認定医治療認定医をををを配置配置配置配置することすることすることすること。。。。またまたまたまた、、、、がんがんがんがん治療治療治療治療ができるようにするができるようにするができるようにするができるようにする
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ことことことこと。。。。

((((5555)))) 地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法17171717条条条条のののの３３３３にににに基基基基づきづきづきづき一般会計一般会計一般会計一般会計からのからのからのからの繰繰繰繰りりりり入入入入れをれをれをれを行行行行ってってってって、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院でででで低額低額低額低額
無料診療無料診療無料診療無料診療をををを創設創設創設創設することすることすることすること。。。。

((((6666)))) 県県県県のののの県立病院県立病院県立病院県立病院のののの在在在在りりりり方基本構想方基本構想方基本構想方基本構想ではではではでは、、、、経営改善経営改善経営改善経営改善がががが実現実現実現実現しししし、、、、持続的持続的持続的持続的なななな健全化健全化健全化健全化のののの見込見込見込見込みがみがみがみが
あればあればあればあれば現行現行現行現行のののの経営形態経営形態経営形態経営形態のののの存続存続存続存続をををを検討検討検討検討することになっているがすることになっているがすることになっているがすることになっているが、、、、10101010年後年後年後年後のののの手元流動資金手元流動資金手元流動資金手元流動資金
（（（（現金預金現金預金現金預金現金預金））））のののの見込見込見込見込みみみみ額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。独立行政法人化独立行政法人化独立行政法人化独立行政法人化のののの根拠根拠根拠根拠はなくなったはなくなったはなくなったはなくなった。。。。断念断念断念断念すべきすべきすべきすべき。。。。

3333 子子子子どもどもどもども・・・・若者育成支援若者育成支援若者育成支援若者育成支援についてについてについてについて
　　　　不安定就労不安定就労不安定就労不安定就労、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待、、、、離婚率離婚率離婚率離婚率、、、、非行非行非行非行、、、、ニートニートニートニート等等等等、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの子供子供子供子供をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく家家家家
庭環境庭環境庭環境庭環境はははは全国全国全国全国にににに比比比比べてべてべてべて劣悪劣悪劣悪劣悪。。。。子子子子どもどもどもども・・・・若者育成支援推進法若者育成支援推進法若者育成支援推進法若者育成支援推進法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金もももも活用活用活用活用しししし
てててて支援強化支援強化支援強化支援強化をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。

((((1111)))) 従来従来従来従来のののの縦割縦割縦割縦割りのりのりのりの対応対応対応対応をををを克服克服克服克服するためにするためにするためにするために内閣府内閣府内閣府内閣府にににに推進室推進室推進室推進室がつくられたがつくられたがつくられたがつくられた。。。。県県県県にににに子子子子どもどもどもども・・・・若者若者若者若者
育成支援育成支援育成支援育成支援のためののためののためののための推進本部推進本部推進本部推進本部とととと執行部執行部執行部執行部をつくりをつくりをつくりをつくり、「、「、「、「子子子子どもどもどもども・・・・若者総合計画若者総合計画若者総合計画若者総合計画」」」」をををを策定策定策定策定することすることすることすること。。。。

((((2222)))) 早急早急早急早急にににに、、、、子子子子どもどもどもども・・・・若者育成支援若者育成支援若者育成支援若者育成支援ののののネットワークネットワークネットワークネットワーク協議会協議会協議会協議会をををを設置設置設置設置することすることすることすること、、、、及及及及びびびび市町村市町村市町村市町村でのでのでのでの協協協協
議会設置議会設置議会設置議会設置もももも推進推進推進推進することすることすることすること。。。。

((((3333)))) 母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭ではではではでは、、、、夜間夜間夜間夜間のののの仕事仕事仕事仕事ややややダブルワークダブルワークダブルワークダブルワークなどでなどでなどでなどで夜間保育夜間保育夜間保育夜間保育ののののニーズニーズニーズニーズがががが高高高高いいいい。。。。安心安心安心安心してしてしてして子子子子
育育育育てができるようにてができるようにてができるようにてができるように夜間保育所夜間保育所夜間保育所夜間保育所をををを増設増設増設増設することすることすることすること。。。。

((((4444)))) 母子母子母子母子・・・・父子家庭父子家庭父子家庭父子家庭やややや低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯がががが学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブをををを利用利用利用利用できるようにできるようにできるようにできるように、、、、県県県県がががが補助補助補助補助をしてをしてをしてをして保育料保育料保育料保育料をををを
軽減軽減軽減軽減することすることすることすること。。。。

((((5555)))) 児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止のためののためののためののための保護者支援策保護者支援策保護者支援策保護者支援策についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、関係者関係者関係者関係者がががが要求要求要求要求しているしているしているしている情緒障害情緒障害情緒障害情緒障害
児短期治療施設児短期治療施設児短期治療施設児短期治療施設をををを設置設置設置設置することについてすることについてすることについてすることについて

((((6666)))) 若者若者若者若者のののの多多多多くがくがくがくが非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のためのためのためのため結婚結婚結婚結婚、、、、子育子育子育子育てててて、、、、将来設計将来設計将来設計将来設計がががが持持持持てないてないてないてない。。。。県職員県職員県職員県職員のののの非正規非正規非正規非正規
のののの人数人数人数人数とととと割合割合割合割合、、、、教師教師教師教師のののの非正規数非正規数非正規数非正規数とととと割合割合割合割合、、、、幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭のののの非正規数非正規数非正規数非正規数とととと割合割合割合割合、、、、公立保育所公立保育所公立保育所公立保育所のののの
非正規数非正規数非正規数非正規数とととと割合割合割合割合。。。。県県県県がががが先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ってってってって正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを拡大拡大拡大拡大することについてすることについてすることについてすることについて

4444 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米国言米国言米国言米国言いなりのいなりのいなりのいなりの民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権はははは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対のののの県民総意県民総意県民総意県民総意にににに背背背背をををを向向向向けけけけ、、、、全国全国全国全国138138138138市市市市
町村町村町村町村、、、、沖縄中沖縄中沖縄中沖縄中をををを飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートやややや低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練ルートルートルートルートにしにしにしにし、、、、県民県民県民県民のののの命命命命をををを脅脅脅脅かすかすかすかす配備配備配備配備をををを強行強行強行強行しししし
ようとしているようとしているようとしているようとしている。。。。配備配備配備配備をををを阻止阻止阻止阻止するためにするためにするためにするために、、、、知事知事知事知事はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイはははは県内県内県内県内いくつのいくつのいくつのいくつの市町村市町村市町村市町村をををを飛行飛行飛行飛行やややや訓練訓練訓練訓練ルートルートルートルートにしているかにしているかにしているかにしているか。。。。国道国道国道国道やややや県道県道県道県道ではどうではどうではどうではどう
なっているかなっているかなっているかなっているか。。。。

((((3333)))) 宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市はははは、、、、米国米国米国米国でででで禁止区域禁止区域禁止区域禁止区域のののの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地ののののクリアゾーンクリアゾーンクリアゾーンクリアゾーン内内内内にににに病院病院病院病院、、、、学校学校学校学校、、、、保育所保育所保育所保育所などなどなどなど
のののの18181818のののの公共施設公共施設公共施設公共施設とととと3600360036003600人人人人がががが生活生活生活生活をしているをしているをしているをしている。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市のののの飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートではではではでは公共施設公共施設公共施設公共施設がががが何何何何カカカカ所所所所
ありありありあり、、、、何人何人何人何人がががが生活生活生活生活をしているかをしているかをしているかをしているか、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市ではどうなっているかではどうなっているかではどうなっているかではどうなっているか。。。。

5555 国国国国はははは浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設のののの環境環境環境環境アセスアセスアセスアセス予算予算予算予算をををを計上計上計上計上しししし、、、、新新新新たなたなたなたな海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの攻撃出撃基地攻撃出撃基地攻撃出撃基地攻撃出撃基地となるとなるとなるとなる軍軍軍軍
港建設港建設港建設港建設をををを推進推進推進推進しているしているしているしている。。。。浦添市浦添市浦添市浦添市のののの西海岸西海岸西海岸西海岸はははは、、、、サンゴサンゴサンゴサンゴがががが良好良好良好良好にににに生育生育生育生育しているしているしているしている自然環境保全地自然環境保全地自然環境保全地自然環境保全地
域域域域であるであるであるである。。。。８８８８割割割割のののの浦添市民浦添市民浦添市民浦添市民がががが反対反対反対反対しているしているしているしている新軍港建設新軍港建設新軍港建設新軍港建設にににに知事知事知事知事がががが反対表明反対表明反対表明反対表明をすることをすることをすることをすること。。。。

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24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる９９９９月月月月９９９９日日日日ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対県民大会配備反対県民大会配備反対県民大会配備反対県民大会にはにはにはには10101010万万万万3000300030003000人人人人のののの県民県民県民県民がががが結集結集結集結集しししし大成功大成功大成功大成功をおをおをおをお
さめたさめたさめたさめた。。。。一方一方一方一方、、、、知事知事知事知事がががが「「「「行政行政行政行政がががが実務的実務的実務的実務的なななな交渉交渉交渉交渉をををを行行行行うといううといううといううという役割分担役割分担役割分担役割分担がががが大切大切大切大切であるであるであるである」」」」とのとのとのとの理由理由理由理由でででで
市民運動市民運動市民運動市民運動とととと一線一線一線一線をををを画画画画しししし、、、、県民大会県民大会県民大会県民大会をををを欠席欠席欠席欠席したことにしたことにしたことにしたことに多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが失望失望失望失望しているしているしているしている。。。。

((((1111)))) ９９９９・・・・９９９９県民大会県民大会県民大会県民大会のののの２２２２日後日後日後日後にににに防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣がががが来県来県来県来県してしてしてしてフロリダフロリダフロリダフロリダ事故事故事故事故のののの分析評価報告書分析評価報告書分析評価報告書分析評価報告書をををを説明説明説明説明しししし、、、、
去去去去るるるる９９９９月月月月21212121日日日日にはにはにはには岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地でででで試験飛行試験飛行試験飛行試験飛行がががが実施実施実施実施されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、強行配備強行配備強行配備強行配備にににに向向向向けたけたけたけた地地地地ならしがならしがならしがならしが
着着着着々々々々とととと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。。。。配備目前配備目前配備目前配備目前のののの今今今今、、、、県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような対応対応対応対応をとるつもりかをとるつもりかをとるつもりかをとるつもりか。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備とととと高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド工事工事工事工事がががが連動連動連動連動していることはしていることはしていることはしていることは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。「ＳＡＣＯ。「ＳＡＣＯ。「ＳＡＣＯ。「ＳＡＣＯ最終報最終報最終報最終報
告告告告にににに基基基基づくづくづくづく北部訓練場北部訓練場北部訓練場北部訓練場のののの過半返還実現過半返還実現過半返還実現過半返還実現のためのためのためのためヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設をををを容認容認容認容認」」」」とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁をををを繰繰繰繰りりりり返返返返
しししし、、、、容認姿勢容認姿勢容認姿勢容認姿勢をををを継続継続継続継続するつもりかするつもりかするつもりかするつもりか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ７７７７月月月月１１１１日日日日のののの森本防衛大臣来県時森本防衛大臣来県時森本防衛大臣来県時森本防衛大臣来県時、、、、知事知事知事知事ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備によってによってによってによって「「「「事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故がががが起起起起きたらきたらきたらきたら
（（（（基地基地基地基地のののの））））即時閉鎖撤去即時閉鎖撤去即時閉鎖撤去即時閉鎖撤去」」」」とまでとまでとまでとまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んでんでんでんで発言発言発言発言しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの言言言言うううう「「「「空空空空からからからから落落落落ちてくるもちてくるもちてくるもちてくるも
のののの」」」」のためにのためにのためにのために高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設をををを容認容認容認容認することはすることはすることはすることは事故誘発事故誘発事故誘発事故誘発のののの要因要因要因要因をををを許許許許すものですものですものですもので自己矛盾自己矛盾自己矛盾自己矛盾
したしたしたした考考考考えではないかえではないかえではないかえではないか。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事のののの訪米訪米訪米訪米、、、、県主催県主催県主催県主催のののの米国米国米国米国でのでのでのでのシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム開催計画開催計画開催計画開催計画についてについてについてについて、、、、県民大会実行委員会県民大会実行委員会県民大会実行委員会県民大会実行委員会
にににに連携連携連携連携をををを呼呼呼呼びかけるつもりかびかけるつもりかびかけるつもりかびかけるつもりか。。。。

2222 八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区におけるにおけるにおけるにおける教科書採択問題教科書採択問題教科書採択問題教科書採択問題についてについてについてについて

((((1111)))) 本年本年本年本年４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降、、、、９９９９月月月月16161616日日日日のののの需要冊数報告期限需要冊数報告期限需要冊数報告期限需要冊数報告期限までまでまでまで、、、、一本化一本化一本化一本化にににに向向向向けてけてけてけて県県県県はいかなるはいかなるはいかなるはいかなる努努努努
力力力力、、、、取取取取りりりり組組組組みをしてきたのかみをしてきたのかみをしてきたのかみをしてきたのか明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((2222)))) 国国国国とのとのとのとの間間間間でででで「「「「９９９９月月月月８８８８日全員協議日全員協議日全員協議日全員協議」」」」のののの有効性有効性有効性有効性についてについてについてについて認識認識認識認識のののの溝溝溝溝がががが埋埋埋埋まらないまままらないまままらないまままらないまま問題問題問題問題をををを放置放置放置放置
しししし続続続続けてはならないけてはならないけてはならないけてはならない。。。。現状打開現状打開現状打開現状打開のためののためののためののための県県県県のののの次次次次なるなるなるなる方策方策方策方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 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興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 市町村部分市町村部分市町村部分市町村部分についてについてについてについて執行執行執行執行がががが大幅大幅大幅大幅におくれているにおくれているにおくれているにおくれている。。。。年度内年度内年度内年度内でででで消化消化消化消化できなかったできなかったできなかったできなかった場合場合場合場合、、、、執執執執
行残行残行残行残はははは次年度繰越可能次年度繰越可能次年度繰越可能次年度繰越可能かかかか、、、、それともそれともそれともそれとも国庫返納国庫返納国庫返納国庫返納となるのかとなるのかとなるのかとなるのか。。。。

ｲｲｲｲ 次年度次年度次年度次年度にににに向向向向けてけてけてけて国国国国・・・・市町村市町村市町村市町村とととと連携連携連携連携のののの上上上上、、、、事業内定事業内定事業内定事業内定までのまでのまでのまでの手続手続手続手続スピードスピードスピードスピード化化化化がががが求求求求められるめられるめられるめられる
がががが、、、、改善策改善策改善策改善策をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税のののの減免減免減免減免についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 去去去去るるるる８８８８月月月月２２２２日日日日、、、、県県県県はははは経産省経産省経産省経産省にににに電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税のののの免税免税免税免税、、、、地方税化地方税化地方税化地方税化をををを要請要請要請要請したがしたがしたがしたが、、、、初初初初めてのめてのめてのめての
ことかことかことかことか。。。。過去過去過去過去にもにもにもにも要請要請要請要請したことがあるかしたことがあるかしたことがあるかしたことがあるか明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ 概算要求概算要求概算要求概算要求でででで電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税のののの免税免税免税免税、、、、地方税化地方税化地方税化地方税化はははは、、、、次年度税制改正要望次年度税制改正要望次年度税制改正要望次年度税制改正要望にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれまれまれまれ
なかったがなかったがなかったがなかったが、、、、年末年末年末年末のののの税制改正大綱税制改正大綱税制改正大綱税制改正大綱にににに向向向向けけけけ重点項目重点項目重点項目重点項目としてとしてとしてとして要請行動要請行動要請行動要請行動をををを強強強強めていくのかめていくのかめていくのかめていくのか。。。。

((((3333)))) 21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画実施計画実施計画実施計画にににに係係係係るるるる代表的代表的代表的代表的プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトついてついてついてついて
　「　「　「　「農林水産物流通農林水産物流通農林水産物流通農林水産物流通」、「」、「」、「」、「中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港」、「」、「」、「」、「新新新新たなたなたなたな戦略的農産物戦略的農産物戦略的農産物戦略的農産物」、「」、「」、「」、「文化発信交流拠点文化発信交流拠点文化発信交流拠点文化発信交流拠点」」」」につにつにつにつ
いていていていて、、、、事業事業事業事業のののの進進進進とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 私立認可保育園私立認可保育園私立認可保育園私立認可保育園へのへのへのへの助成措置助成措置助成措置助成措置についてについてについてについて
　　　　私立認可保育園私立認可保育園私立認可保育園私立認可保育園のあるのあるのあるのある県内県内県内県内21212121市町村市町村市町村市町村がががが保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの負担軽減策負担軽減策負担軽減策負担軽減策としてとしてとしてとして実施実施実施実施するするするする約約約約17171717億円億円億円億円
のののの保育料補填保育料補填保育料補填保育料補填がががが、、、、認可保育園増設認可保育園増設認可保育園増設認可保育園増設やややや保育保育保育保育サービスサービスサービスサービス拡充拡充拡充拡充のののの足足足足かせになっていることがかせになっていることがかせになっていることがかせになっていることがマスコマスコマスコマスコ
ミミミミ報道報道報道報道をををを通通通通じてじてじてじて明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。

((((1111)))) 県県県県としてとしてとしてとして問題視問題視問題視問題視しているかしているかしているかしているか、、、、受受受受けとめをけとめをけとめをけとめを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((2222)))) 市町村市町村市町村市町村はははは国基準国基準国基準国基準のののの月額保育料月額保育料月額保育料月額保育料のののの引引引引きききき下下下下げやげやげやげや保育運営費保育運営費保育運営費保育運営費にににに限限限限らないらないらないらない一層一層一層一層のののの県負担県負担県負担県負担をををを求求求求
めているめているめているめている。。。。いかなるいかなるいかなるいかなる対応対応対応対応がががが可能可能可能可能かかかか、、、、検討状況検討状況検討状況検討状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 文科省文科省文科省文科省のののの問題行動調査問題行動調査問題行動調査問題行動調査についてについてについてについて

((((1111)))) 学校現場学校現場学校現場学校現場でででで発生発生発生発生するいじめするいじめするいじめするいじめ把握把握把握把握のためののためののためののための我我我我がががが県全体県全体県全体県全体ののののアンケートアンケートアンケートアンケート実施率実施率実施率実施率がががが全国全国全国全国でででで３３３３番目番目番目番目
にににに低低低低いことがいことがいことがいことが明明明明らかになったがらかになったがらかになったがらかになったが、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートはははは県内一律県内一律県内一律県内一律にににに実施実施実施実施しているものかしているものかしているものかしているものか、、、、それともそれともそれともそれとも市市市市
町村単位町村単位町村単位町村単位、、、、学校単位学校単位学校単位学校単位でのでのでのでの実施実施実施実施かかかか。。。。またまたまたまた、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高・・・・特別支援校特別支援校特別支援校特別支援校によってによってによってによって実施率実施率実施率実施率にばらつにばらつにばらつにばらつ
きがあるのかをきがあるのかをきがあるのかをきがあるのかを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした上上上上でででで、、、、実施率向上実施率向上実施率向上実施率向上にににに向向向向けたけたけたけた方策方策方策方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)))) 我我我我がががが県県県県におけるにおけるにおけるにおける高校高校高校高校のののの1000100010001000人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの不登校生徒数不登校生徒数不登校生徒数不登校生徒数はははは28282828....5555人人人人とととと全国全国全国全国２２２２番目番目番目番目、、、、中途退学中途退学中途退学中途退学
率率率率はははは2222....0000％％％％とととと全国全国全国全国でででで３３３３番目番目番目番目にににに高高高高いことがいことがいことがいことが判明判明判明判明したがしたがしたがしたが、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる改善策改善策改善策改善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、、、、検討検討検討検討
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。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 前田前田前田前田　　　　政明政明政明政明（（（（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 知事知事知事知事のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県民大会県民大会県民大会県民大会はははは、、、、県民県民県民県民のののの命命命命をををを守守守守るためにるためにるためにるために欠陥機欠陥機欠陥機欠陥機ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備をををを断固許断固許断固許断固許さないというさないというさないというさないという県県県県
民総意民総意民総意民総意とととと決意決意決意決意をををを全国全国全国全国・・・・全世界全世界全世界全世界にににに示示示示したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは、、、、県民県民県民県民のののの命命命命をををを守守守守るるるる立場立場立場立場でででで最後最後最後最後までまでまでまで県民県民県民県民とととと
ともにともにともにともに頑張頑張頑張頑張ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ オートローテーションオートローテーションオートローテーションオートローテーション機能機能機能機能のないのないのないのない危険危険危険危険ななななオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを米国米国米国米国のののの説明説明説明説明ををををオウムオウムオウムオウム返返返返しにしにしにしに「「「「安全安全安全安全」」」」
とととと宣言宣言宣言宣言しししし、、、、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基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに欠陥機欠陥機欠陥機欠陥機ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを強行配備強行配備強行配備強行配備しようとするしようとするしようとするしようとする日米日米日米日米
政府政府政府政府のののの対応対応対応対応はははは県民県民県民県民のののの人権人権人権人権とととと民主主義民主主義民主主義民主主義をををを踏踏踏踏みにじるみにじるみにじるみにじる暴挙暴挙暴挙暴挙であるであるであるである。「。「。「。「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの権限権限権限権限はははは日日日日
米安保条約米安保条約米安保条約米安保条約でででで米国米国米国米国のののの権利権利権利権利」」」」でありでありでありであり、「、「、「、「日本政府日本政府日本政府日本政府がとやかくがとやかくがとやかくがとやかく言言言言えるえるえるえる問題問題問題問題ではないではないではないではない」」」」とのとのとのとの実態実態実態実態
はははは、、、、日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約がががが沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの苦苦苦苦しみのしみのしみのしみの根源根源根源根源となっているのではないかとなっているのではないかとなっているのではないかとなっているのではないか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル北部訓練場北部訓練場北部訓練場北部訓練場でのでのでのでの低空飛行低空飛行低空飛行低空飛行（（（（15151515メートルメートルメートルメートルからからからから60606060メートルメートルメートルメートル））））ではではではでは、、、、世界自然遺産登世界自然遺産登世界自然遺産登世界自然遺産登
録録録録をををを目指目指目指目指すすすす生物多様性豊生物多様性豊生物多様性豊生物多様性豊かなかなかなかな森森森森がががが破壊破壊破壊破壊されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう。。。。低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練にににに反対反対反対反対してしてしてしてヤンバヤンバヤンバヤンバ
ルルルルのののの森森森森をををを守守守守るべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか。。。。危険危険危険危険ななななオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを高江高江高江高江・・・・ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・日本日本日本日本のののの空空空空でででで飛飛飛飛
ばしてはならないばしてはならないばしてはならないばしてはならない。。。。高江高江高江高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド・・・・オスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドのののの工事工事工事工事をををを中止中止中止中止させるべきではないさせるべきではないさせるべきではないさせるべきではない
かかかか。。。。

((((2222)))) 普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの固定化固定化固定化固定化をををを
許許許許さずさずさずさず、、、、国際法国際法国際法国際法にににに違反違反違反違反しししし不法不法不法不法・・・・不当不当不当不当にににに県民県民県民県民のののの土地土地土地土地をををを強奪強奪強奪強奪してつくられたしてつくられたしてつくられたしてつくられた普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは、、、、
移設条件移設条件移設条件移設条件ではなくではなくではなくではなく無条件撤去無条件撤去無条件撤去無条件撤去をををを日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((3333)))) 辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題についてについてについてについて
　　　　辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対のののの立場立場立場立場をををを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして、、、、新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに関連関連関連関連するするするする埋埋埋埋めめめめ立立立立てなどにてなどにてなどにてなどに
反対反対反対反対であることをしっかりとであることをしっかりとであることをしっかりとであることをしっかりと表明表明表明表明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)))) 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自衛隊那覇基地自衛隊那覇基地自衛隊那覇基地自衛隊那覇基地のののの強化強化強化強化、Ｆ、Ｆ、Ｆ、Ｆ15151515配備配備配備配備、、、、給油機給油機給油機給油機のののの配備配備配備配備などなどなどなど自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの強化強化強化強化でででで日米合同訓練日米合同訓練日米合同訓練日米合同訓練
がががが頻繁頻繁頻繁頻繁にににに行行行行われているわれているわれているわれている。。。。政府政府政府政府はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの復帰復帰復帰復帰にににに際際際際しししし民間専用化民間専用化民間専用化民間専用化をををを約束約束約束約束したしたしたした。。。。県議会県議会県議会県議会もももも
再三民間専用化再三民間専用化再三民間専用化再三民間専用化をををを決議決議決議決議したしたしたした。。。。那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの民間専用化民間専用化民間専用化民間専用化をををを今今今今こそこそこそこそ強強強強くくくく求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

((((5555)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの代替基地代替基地代替基地代替基地としてのとしてのとしてのとしての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
　　　　米国議会米国議会米国議会米国議会でででで那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの沖合沖合沖合沖合いいいい滑走路滑走路滑走路滑走路のののの建設建設建設建設がががが米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地のののの代替基地代替基地代替基地代替基地としてとしてとしてとして候補候補候補候補
地地地地にににに検討検討検討検討されているされているされているされている動動動動きありきありきありきあり。。。。貴重貴重貴重貴重なななな自然豊自然豊自然豊自然豊かなかなかなかな大嶺海岸大嶺海岸大嶺海岸大嶺海岸をををを保存保存保存保存すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、自然破自然破自然破自然破
壊壊壊壊しししし、、、、米軍米軍米軍米軍もももも自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊とととと共同使用共同使用共同使用共同使用をををを行行行行うことのできるうことのできるうことのできるうことのできる那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの沖合沖合沖合沖合いいいい滑走路建設滑走路建設滑走路建設滑走路建設はははは行行行行うべうべうべうべ
きではないきではないきではないきではない。。。。

2222 台風被害台風被害台風被害台風被害、、、、災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧についてについてについてについて

((((1111)))) 今回今回今回今回のののの台風台風台風台風のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、大潮大潮大潮大潮とととと重重重重なりなりなりなり台風台風台風台風のののの目目目目のののの通過通過通過通過したしたしたした本島北部地域本島北部地域本島北部地域本島北部地域をををを中心中心中心中心にににに津波津波津波津波のののの
ようなようなようなような高波高波高波高波によりによりによりにより大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害となっているとなっているとなっているとなっている。。。。被災現場被災現場被災現場被災現場のののの視察調査視察調査視察調査視察調査でででで実感実感実感実感したしたしたした。。。。今回今回今回今回のののの台風台風台風台風
被害被害被害被害のののの状況状況状況状況とととと災害復旧対策災害復旧対策災害復旧対策災害復旧対策についてについてについてについて当局当局当局当局のののの対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 大宜味村根路銘大宜味村根路銘大宜味村根路銘大宜味村根路銘のののの土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れのれのれのれの災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧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

3333 県立病院問題県立病院問題県立病院問題県立病院問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県民県民県民県民のののの命命命命をををを守守守守るるるる県立病院県立病院県立病院県立病院がががが果果果果たしているたしているたしているたしている役割役割役割役割はかけがえのないはかけがえのないはかけがえのないはかけがえのない県民県民県民県民のののの宝宝宝宝であるとであるとであるとであると思思思思いまいまいまいま
すがすがすがすが、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識とととと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)))) 県立病院事業県立病院事業県立病院事業県立病院事業はははは、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計のののの増額繰増額繰増額繰増額繰りりりり入入入入れやれやれやれや病院関係者病院関係者病院関係者病院関係者などのなどのなどのなどの奮闘奮闘奮闘奮闘でででで大大大大きくきくきくきく改善改善改善改善されされされされ
たたたた。「。「。「。「県立病院県立病院県立病院県立病院のありのありのありのあり方方方方にににに関関関関するするするする基本構想基本構想基本構想基本構想」（」（」（」（平成平成平成平成21212121年年年年６６６６月月月月））））のののの病院形態病院形態病院形態病院形態にににに関関関関するするするする基本方基本方基本方基本方
針針針針にににに「「「「アアアア、、、、経営改善経営改善経営改善経営改善がががが実現実現実現実現しししし持続的持続的持続的持続的なななな経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化がががが達成達成達成達成されるされるされるされる見込見込見込見込みがあるみがあるみがあるみがある場合場合場合場合にににに
はははは、、、、現行現行現行現行のののの経営形態経営形態経営形態経営形態でのでのでのでの存続存続存続存続についてについてについてについて検討検討検討検討することとするすることとするすることとするすることとする。」。」。」。」とととと記述記述記述記述されているされているされているされている。。。。病院形病院形病院形病院形
態態態態についてはについてはについてはについては現状現状現状現状のののの経営形態経営形態経営形態経営形態としてとしてとしてとして存続存続存続存続になるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか。。。。

((((3333)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院でででで働働働働いているいているいているいている方方方方々々々々のののの人数人数人数人数とととと実態実態実態実態についてについてについてについて問問問問うううう。。。。病院職員病院職員病院職員病院職員のののの定数定数定数定数をををを医療現場医療現場医療現場医療現場のののの
要望要望要望要望にににに応応応応えてえてえてえて、、、、２２２２年年年年ごとのごとのごとのごとの診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定にもにもにもにも効率的効率的効率的効率的にににに対応対応対応対応できるようにできるようにできるようにできるように抜本的抜本的抜本的抜本的なななな定数見定数見定数見定数見
直直直直しをしをしをしを行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないか。。。。

4444 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル虚偽契約問題虚偽契約問題虚偽契約問題虚偽契約問題についてについてについてについて
　　　　識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル虚偽契約問題虚偽契約問題虚偽契約問題虚偽契約問題のののの経過経過経過経過はははは、、、、１１１１、、、、識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事はははは、「、「、「、「中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式」」」」によりによりによりにより平平平平
成成成成５５５５年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成９９９９年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成16161616年度年度年度年度のののの予算予算予算予算9899989998999899万円万円万円万円をかけてをかけてをかけてをかけて設計設計設計設計をををを完了完了完了完了しましたしましたしましたしました。。。。２２２２、、、、県県県県はははは、、、、
平成平成平成平成18181818年度年度年度年度にににに「「「「中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式」」」」でででで工事発注工事発注工事発注工事発注しましたしましたしましたしました。。。。３３３３、、、、しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、わずかわずかわずかわずか２２２２週間後週間後週間後週間後にはにはにはには
「「「「工法変更工法変更工法変更工法変更」」」」をををを行行行行うからといってうからといってうからといってうからといって工事工事工事工事をををを中止中止中止中止したしたしたした。。。。４４４４、、、、工法変更工法変更工法変更工法変更のためののためののためののための随意契約随意契約随意契約随意契約でででで日本建設日本建設日本建設日本建設
機械化協会機械化協会機械化協会機械化協会とととと既既既既にににに契約契約契約契約がががが行行行行われていましたわれていましたわれていましたわれていました。。。。第第第第１１１１回技術検討員会回技術検討員会回技術検討員会回技術検討員会をををを平成平成平成平成19191919年年年年２２２２月月月月８８８８日日日日にににに開開開開
催催催催したしたしたした。。。。５５５５、、、、そのそのそのその後後後後、、、、工事完了工事完了工事完了工事完了までにまでにまでにまでに5700570057005700万円余万円余万円余万円余のののの設計費設計費設計費設計費がつぎがつぎがつぎがつぎ込込込込まれまれまれまれ、、、、５５５５億円余億円余億円余億円余のののの工事費工事費工事費工事費
とととと工期工期工期工期のののの短縮短縮短縮短縮のためにのためにのためにのために工法工法工法工法をををを無導坑方式無導坑方式無導坑方式無導坑方式にににに変更変更変更変更したはずなのにしたはずなのにしたはずなのにしたはずなのに、、、、大成大成大成大成ＪＶＪＶＪＶＪＶにににに10101010億億億億3900390039003900万円万円万円万円
のののの増額増額増額増額をををを請求請求請求請求されるはめになったされるはめになったされるはめになったされるはめになった。。。。６６６６、、、、そしてそしてそしてそして、、、、県県県県とととと大成大成大成大成ＪＶＪＶＪＶＪＶはははは工事設計書工事設計書工事設計書工事設計書でででで５５５５億円億円億円億円をををを20202020年度年度年度年度
一般予算一般予算一般予算一般予算でででで5555....4444億億億億（（（（虚偽契約虚偽契約虚偽契約虚偽契約））））でででで処理処理処理処理したことになっているしたことになっているしたことになっているしたことになっている。。。。これらのこれらのこれらのこれらの経過経過経過経過をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、以下質以下質以下質以下質
問問問問するするするする。。。。

((((1111)))) 国国国国はははは、、、、６６６６月月月月４４４４日日日日にににに虚偽公文書作成虚偽公文書作成虚偽公文書作成虚偽公文書作成・・・・行使罪行使罪行使罪行使罪、、、、補助金適正化法違反補助金適正化法違反補助金適正化法違反補助金適正化法違反でででで県庁職員県庁職員県庁職員県庁職員（（（（被疑者不被疑者不被疑者不被疑者不
詳詳詳詳））））をををを刑事告発刑事告発刑事告発刑事告発したしたしたした。。。。警察警察警察警察のののの捜査捜査捜査捜査もももも行行行行われているわれているわれているわれている。。。。今回今回今回今回のののの事件事件事件事件のののの原因原因原因原因となっているのがとなっているのがとなっているのがとなっているのが極極極極
端端端端にににに低低低低いいいい落札率落札率落札率落札率でででで契約契約契約契約をををを認認認認めたことがめたことがめたことがめたことが発端発端発端発端であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの責任責任責任責任もももも問問問問われているのではなわれているのではなわれているのではなわれているのではな
いかいかいかいか。。。。

((((2222)))) 工法変更工法変更工法変更工法変更のためにのためにのためにのために5700570057005700万円万円万円万円のののの予算予算予算予算をををを使使使使いながらいながらいながらいながら、、、、なぜなぜなぜなぜ国国国国（（（（総合事務局総合事務局総合事務局総合事務局））））にににに工法変更工法変更工法変更工法変更のののの報報報報
告告告告をしなかったのかをしなかったのかをしなかったのかをしなかったのか。。。。

((((3333)))) 工法変更工法変更工法変更工法変更はははは規定規定規定規定のののの方針方針方針方針でででで業務業務業務業務をををを行行行行っていたのにっていたのにっていたのにっていたのに、、、、なぜなぜなぜなぜ職員職員職員職員にににに当初当初当初当初のののの工法工法工法工法（（（（中央導坑方中央導坑方中央導坑方中央導坑方
式式式式））））工事設計書工事設計書工事設計書工事設計書のののの作成作成作成作成、、、、発注発注発注発注をををを命命命命じたのかじたのかじたのかじたのか。。。。職員職員職員職員にににに無駄無駄無駄無駄なななな作業作業作業作業をさせたのかをさせたのかをさせたのかをさせたのか。。。。

((((4444)))) 工法変更工法変更工法変更工法変更、、、、無導坑方式無導坑方式無導坑方式無導坑方式へのへのへのへの発案者発案者発案者発案者はははは誰誰誰誰かかかか。。。。沖縄県南部土木所長及沖縄県南部土木所長及沖縄県南部土木所長及沖縄県南部土木所長及びびびび道路街路課長道路街路課長道路街路課長道路街路課長かかかか、、、、
あるいはあるいはあるいはあるいは随意契約随意契約随意契約随意契約でででで1096109610961096万万万万2000200020002000円円円円をもらったをもらったをもらったをもらった日本工営日本工営日本工営日本工営（（（（株株株株））））かかかか。。。。それともそれともそれともそれとも随意契約随意契約随意契約随意契約でででで
4640464046404640万円万円万円万円をもらったをもらったをもらったをもらった（（（（社社社社））））日本建設機械化協会日本建設機械化協会日本建設機械化協会日本建設機械化協会かかかか。。。。

((((5555)))) 平成平成平成平成20202020年年年年１１１１月月月月18181818日日日日、、、、同同同同30303030日日日日にににに協議協議協議協議をををを行行行行ったがったがったがったが金額金額金額金額にににに折折折折りりりり合合合合いがつかなかったのにいがつかなかったのにいがつかなかったのにいがつかなかったのに、、、、どうしどうしどうしどうし
てててて平成平成平成平成20202020年年年年２２２２月月月月７７７７日日日日にににに設計変更設計変更設計変更設計変更ができるのかができるのかができるのかができるのか。。。。なぜなぜなぜなぜ虚偽虚偽虚偽虚偽のののの設計書設計書設計書設計書をををを職員職員職員職員にににに提出提出提出提出させたのさせたのさせたのさせたの
かかかか。。。。

((((6666)))) 日本建設機械化協会日本建設機械化協会日本建設機械化協会日本建設機械化協会にはにはにはには4640464046404640万円万円万円万円をををを支払支払支払支払っているっているっているっている。。。。安安安安くつくはずのくつくはずのくつくはずのくつくはずの工法工法工法工法（（（（無導坑方式無導坑方式無導坑方式無導坑方式））））
でででで受注受注受注受注したのにしたのにしたのにしたのに、、、、なぜなぜなぜなぜ工事費工事費工事費工事費をををを積算積算積算積算させなかったのかさせなかったのかさせなかったのかさせなかったのか。。。。大成大成大成大成ＪＶＪＶＪＶＪＶのののの工事費工事費工事費工事費のののの5555....9999億円億円億円億円のののの要要要要
求求求求だけのだけのだけのだけの資料提出資料提出資料提出資料提出になっているになっているになっているになっている。。。。

((((7777)))) 大成大成大成大成ＪＶＪＶＪＶＪＶはははは、、、、夜夜夜夜からからからから昼間施工昼間施工昼間施工昼間施工にににに変更変更変更変更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3333....7777億円億円億円億円のののの増額増額増額増額をををを要求要求要求要求しているしているしているしている。。。。昼間昼間昼間昼間のののの
労務費労務費労務費労務費がががが夜夜夜夜のののの労務費労務費労務費労務費よりよりよりより低低低低いのだからいのだからいのだからいのだから、、、、またまたまたまた工期工期工期工期もももも当初当初当初当初のののの工期内工期内工期内工期内でででで完了完了完了完了しているからしているからしているからしているから、、、、工工工工
事費事費事費事費がががが減減減減ることはあってもふえることはありることはあってもふえることはありることはあってもふえることはありることはあってもふえることはあり得得得得ないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか。。。。

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24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場にににに強行配備強行配備強行配備強行配備されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、事故事故事故事故がががが起起起起こるこるこるこる前前前前にににに政府政府政府政府にににに対対対対しししし「「「「全基全基全基全基
地即時閉鎖地即時閉鎖地即時閉鎖地即時閉鎖」」」」をををを求求求求めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市にににに対対対対するするするする特別特別特別特別なななな支援制度支援制度支援制度支援制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市のののの３３３３者者者者によるによるによるによる協議会協議会協議会協議会がががが開開開開
かれたとのことかれたとのことかれたとのことかれたとのこと。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備ととととリンクリンクリンクリンクしないかしないかしないかしないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 領土問題領土問題領土問題領土問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島がががが国有化国有化国有化国有化されることになったがされることになったがされることになったがされることになったが、、、、地主地主地主地主のののの了解了解了解了解がががが得得得得られればられればられればられれば有人有人有人有人のののの離島離島離島離島であっであっであっであっ
てもてもてもても国有化国有化国有化国有化できるのかできるのかできるのかできるのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島はははは石垣市石垣市石垣市石垣市かかかか沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でででで所有所有所有所有したほうがこれほどのしたほうがこれほどのしたほうがこれほどのしたほうがこれほどの日中対立日中対立日中対立日中対立をををを生生生生まないでまないでまないでまないで済済済済んだんだんだんだ
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)))) 日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは平成平成平成平成12121212年年年年８８８８月月月月にににに11111111項目項目項目項目のののの日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの見直見直見直見直しにしにしにしに関関関関するするするする要請要請要請要請をををを行行行行っているっているっているっている
がががが、、、、政府政府政府政府のののの回答内容回答内容回答内容回答内容はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府によるによるによるによる地位協定改定協議機関地位協定改定協議機関地位協定改定協議機関地位協定改定協議機関のののの実情実情実情実情についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍米軍米軍米軍のののの枯枯枯枯れれれれ葉剤問題葉剤問題葉剤問題葉剤問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ２２２２月議会以降月議会以降月議会以降月議会以降、、、、県県県県にににに対対対対しししし外務省外務省外務省外務省からからからから報告報告報告報告はあったのかはあったのかはあったのかはあったのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県のののの対応対応対応対応はこれまではこれまではこれまではこれまで同様同様同様同様にににに外務省外務省外務省外務省へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供のののの申申申申しししし入入入入れでれでれでれで終終終終わるつもりでいるのかわるつもりでいるのかわるつもりでいるのかわるつもりでいるのか
伺伺伺伺うううう。。。。

3333 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの機能機能機能機能についてについてについてについて

((((1111)))) 現在現在現在現在のののの発着回数発着回数発着回数発着回数はははは現状滑走路現状滑走路現状滑走路現状滑走路でででで処理能力処理能力処理能力処理能力のののの限界限界限界限界とされるとされるとされるとされる14141414万回万回万回万回にににに迫迫迫迫りりりり13131313万万万万５５５５000000000000回回回回とととと言言言言
われるがわれるがわれるがわれるが、、、、航空自衛隊等航空自衛隊等航空自衛隊等航空自衛隊等もももも含含含含まれるのかまれるのかまれるのかまれるのか。。。。航空自衛隊機航空自衛隊機航空自衛隊機航空自衛隊機やややや海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁のののの発着状況発着状況発着状況発着状況につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中期防衛力整備計画中期防衛力整備計画中期防衛力整備計画中期防衛力整備計画（（（（2011201120112011からからからから15151515年度年度年度年度））））でででで空自那覇基地空自那覇基地空自那覇基地空自那覇基地ののののＦＦＦＦ15151515戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機をををを24242424機機機機からからからから36363636機機機機
にににに増強増強増強増強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処理能力処理能力処理能力処理能力はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか民間機民間機民間機民間機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。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後、、、、民間機民間機民間機民間機のののの便数便数便数便数がががが増加増加増加増加したしたしたした場合場合場合場合、、、、新滑走路新滑走路新滑走路新滑走路がががが完成予定完成予定完成予定完成予定のののの2020202020202020年年年年までどうまでどうまでどうまでどう対応対応対応対応するのするのするのするの
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて
　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子供子供子供子供をををを貧困貧困貧困貧困からからからから守守守守るるるる連絡協議会策定連絡協議会策定連絡協議会策定連絡協議会策定のののの「「「「沖縄子供沖縄子供沖縄子供沖縄子供・・・・若者総合若者総合若者総合若者総合５５５５カカカカ年計画年計画年計画年計画」」」」にににに対対対対するするするする
県県県県のののの方針方針方針方針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 北谷町北谷町北谷町北谷町へのへのへのへの外国大学誘致外国大学誘致外国大学誘致外国大学誘致についてについてについてについて
　　　　米軍施設米軍施設米軍施設米軍施設のののの返還返還返還返還がががが予定予定予定予定されるされるされるされるキャンプキャンプキャンプキャンプ桑江南側地区桑江南側地区桑江南側地区桑江南側地区ににににメリーランドメリーランドメリーランドメリーランド大学大学大学大学のののの開設構想開設構想開設構想開設構想があがあがあがあ
りりりり、、、、北谷町北谷町北谷町北谷町はははは日米沖日米沖日米沖日米沖のののの連携連携連携連携プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとしてとしてとしてとして推進推進推進推進するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針をををを掲掲掲掲げていますげていますげていますげています。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

6666 国際交流国際交流国際交流国際交流についてについてについてについて

((((1111)))) 海外派遣留学生海外派遣留学生海外派遣留学生海外派遣留学生・・・・研修員制度研修員制度研修員制度研修員制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 台湾奨学金留学生事業台湾奨学金留学生事業台湾奨学金留学生事業台湾奨学金留学生事業のののの概要概要概要概要とととと実績評価実績評価実績評価実績評価についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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ｲｲｲｲ 事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しによりしによりしによりしにより平成平成平成平成23232323年度年度年度年度でででで事業終了事業終了事業終了事業終了となったとなったとなったとなった理由理由理由理由をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ ６６６６月月月月11111111日付日付日付日付でででで北谷中学校北谷中学校北谷中学校北谷中学校がががが貧困貧困貧困貧困やややや人権人権人権人権、、、、平和平和平和平和などのなどのなどのなどの問題問題問題問題をををを考考考考ええええ「「「「持続発展教育持続発展教育持続発展教育持続発展教育」」」」をををを実実実実
践践践践するするするする学校学校学校学校としてとしてとしてとして県内県内県内県内でででで初初初初めてめてめてめてユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクール認定認定認定認定されたされたされたされた県県県県のののの見解見解見解見解とととと加盟校加盟校加盟校加盟校のののの拡充拡充拡充拡充にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 文化行政文化行政文化行政文化行政しまくとぅばについてしまくとぅばについてしまくとぅばについてしまくとぅばについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のしまくとぅばののしまくとぅばののしまくとぅばののしまくとぅばの日日日日にちなんだにちなんだにちなんだにちなんだイベントイベントイベントイベント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)))) 「「「「生生生生まりまりまりまり島島島島のののの言葉忘言葉忘言葉忘言葉忘しんねしんねしんねしんね～～～～国忘国忘国忘国忘しゆんしゆんしゆんしゆん」」」」のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、しまくとぅばがなくなればしまくとぅばがなくなればしまくとぅばがなくなればしまくとぅばがなくなれば文化文化文化文化もももも消消消消えゆえゆえゆえゆ
くとくとくとくと高校生高校生高校生高校生がががが訴訴訴訴えていましたえていましたえていましたえていました。。。。私私私私もももも同感同感同感同感ですですですです。。。。残残残残していくためにはしていくためにはしていくためにはしていくためには、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場でのでのでのでの授業導授業導授業導授業導
入入入入とととと公務員採用試験公務員採用試験公務員採用試験公務員採用試験へのへのへのへの導入導入導入導入をすべきだとをすべきだとをすべきだとをすべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 行政運営行政運営行政運営行政運営についてについてについてについて
　　　　代表質問代表質問代表質問代表質問・・・・一般質問期間中一般質問期間中一般質問期間中一般質問期間中におけるにおけるにおけるにおける県職員県職員県職員県職員のののの待機者数待機者数待機者数待機者数とととと超過勤務時間超過勤務時間超過勤務時間超過勤務時間とととと総額総額総額総額についてについてについてについて伺伺伺伺
うううう。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) ９９９９・・・・９９９９県民大会県民大会県民大会県民大会へのへのへのへの不参加不参加不参加不参加（（（（メッセージメッセージメッセージメッセージ））））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見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、メッセージメッセージメッセージメッセージ
代読代読代読代読にににに対対対対するするするする激激激激しいしいしいしいブーイングブーイングブーイングブーイングをどのようにをどのようにをどのようにをどのように受受受受けとめておられるかけとめておられるかけとめておられるかけとめておられるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備のののの二重基準二重基準二重基準二重基準についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイについてについてについてについて、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府はははは機種変更機種変更機種変更機種変更はははは環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価のののの対象外対象外対象外対象外としてとしてとしてとしてアセアセアセアセ
ススススをををを実施実施実施実施していないしていないしていないしていない。。。。一方一方一方一方、、、、ハワイハワイハワイハワイではではではではアセスアセスアセスアセスがががが実施実施実施実施されされされされ、、、、カラウパパカラウパパカラウパパカラウパパ空港空港空港空港（（（（モロカイモロカイモロカイモロカイ島島島島））））
ととととウポルウポルウポルウポル空港空港空港空港（（（（ハワイハワイハワイハワイ島島島島））））でのでのでのでの訓練計画訓練計画訓練計画訓練計画がががが撤回撤回撤回撤回されたされたされたされた。。。。二重基準二重基準二重基準二重基準についてについてについてについて県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 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周囲周囲周囲周囲はははは、、、、住宅地住宅地住宅地住宅地、、、、学校学校学校学校、、、、病院等病院等病院等病院等がありがありがありがあり、、、、文化財文化財文化財文化財もあるもあるもあるもある。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカ、、、、ハワイハワイハワイハワイ
ではではではでは訓練中止訓練中止訓練中止訓練中止になるになるになるになる。。。。二重基準二重基準二重基準二重基準でででで沖縄差別沖縄差別沖縄差別沖縄差別、、、、沖縄蔑視沖縄蔑視沖縄蔑視沖縄蔑視だだだだ。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備、、、、訓練訓練訓練訓練でででで、、、、高江高江高江高江をををを初初初初めめめめヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの貴重貴重貴重貴重なななな動植物動植物動植物動植物にににに重大重大重大重大なななな被害被害被害被害がががが予想予想予想予想ささささ
れるれるれるれる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米合同委議事録日米合同委議事録日米合同委議事録日米合同委議事録によるとによるとによるとによると、「、「、「、「進入進入進入進入やややや出発経路出発経路出発経路出発経路はできるはできるはできるはできる限限限限りりりり人口密集地域上空人口密集地域上空人口密集地域上空人口密集地域上空をををを避避避避けてけてけてけて
設定設定設定設定するするするする。。。。移動移動移動移動はははは可能可能可能可能なななな限限限限りりりり水上水上水上水上をををを飛行飛行飛行飛行するするするする。」。」。」。」となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場はどこをはどこをはどこをはどこを
飛行飛行飛行飛行してもしてもしてもしても人口密集地人口密集地人口密集地人口密集地であるであるであるである。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ オートローテーションオートローテーションオートローテーションオートローテーションについてはについてはについてはについては、、、、曖昧曖昧曖昧曖昧なななな表現表現表現表現になっているとになっているとになっているとになっていると思思思思うううう。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) アフガンアフガンアフガンアフガンにおけるにおけるにおけるにおけるオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故はははは、、、、指導員操縦士指導員操縦士指導員操縦士指導員操縦士でででで最最最最もももも経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富でででで優秀優秀優秀優秀ななななＣＶＣＶＣＶＣＶ
22222222操縦士操縦士操縦士操縦士のののの一人一人一人一人とととと言言言言われておりわれておりわれておりわれており、、、、モロッコモロッコモロッコモロッコのののの墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故もももも上級上級上級上級のののの操縦士操縦士操縦士操縦士であったであったであったであった。。。。優秀優秀優秀優秀なななな
操縦士操縦士操縦士操縦士がががが「「「「人為的人為的人為的人為的ミスミスミスミス」」」」をををを起起起起こすこすこすこすオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ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感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 北部市町村会北部市町村会北部市町村会北部市町村会はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの移設計画撤回移設計画撤回移設計画撤回移設計画撤回をををを求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議をををを
行行行行ったったったった。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 民主党民主党民主党民主党のののの前原誠司政調会長前原誠司政調会長前原誠司政調会長前原誠司政調会長がががが名護市内名護市内名護市内名護市内でででで辺野古移設容認派辺野古移設容認派辺野古移設容認派辺野古移設容認派とととと非公開非公開非公開非公開でででで懇談懇談懇談懇談したしたしたした際際際際にににに、、、、
基地基地基地基地とととと経済振興経済振興経済振興経済振興ののののリンクリンクリンクリンク論論論論にににに言及言及言及言及したとのことであるしたとのことであるしたとのことであるしたとのことである。「。「。「。「リンクリンクリンクリンク論論論論」」」」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見所見所見所見をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 森本防衛大臣森本防衛大臣森本防衛大臣森本防衛大臣はははは、、、、２２２２年年年年ほどほどほどほど前前前前にににに「「「「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイはははは、、、、飛行機飛行機飛行機飛行機（（（（固定翼機固定翼機固定翼機固定翼機））））ととととヘリヘリヘリヘリのののの機能機能機能機能をををを持持持持つたつたつたつた
めめめめ操縦操縦操縦操縦がががが難難難難しくしくしくしく危険危険危険危険ななななヘリヘリヘリヘリであるであるであるである。」。」。」。」とのとのとのとの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを述述述述べていたべていたべていたべていた。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの危険危険危険危険なななな特性特性特性特性をををを端端端端
的的的的にににに説明説明説明説明したとしたとしたとしたと思思思思うううう。。。。現在現在現在現在のののの森本大臣森本大臣森本大臣森本大臣のののの変化変化変化変化もももも含含含含めてめてめてめて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) ゼロゼロゼロゼロ校時校時校時校時（（（（勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外））））についてについてについてについて、、、、県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの基本的考基本的考基本的考基本的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。。。。

((((2222)))) しましましましま言葉言葉言葉言葉のののの保存継承保存継承保存継承保存継承はははは、、、、緊急緊急緊急緊急でででで重要重要重要重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。。。。学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが最最最最もももも効効効効
果果果果がががが期待期待期待期待できるとできるとできるとできると考考考考えるえるえるえる。。。。県教育委員長県教育委員長県教育委員長県教育委員長、、、、教育長教育長教育長教育長のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省がががが発表発表発表発表したしたしたした４４４４月現在月現在月現在月現在のののの全国公立学校耐震改修状況調査全国公立学校耐震改修状況調査全国公立学校耐震改修状況調査全国公立学校耐震改修状況調査によるとによるとによるとによると、、、、県内県内県内県内のののの耐耐耐耐
震化率震化率震化率震化率がががが79797979....9999％％％％とととと全国平均全国平均全国平均全国平均のののの84848484....4444％％％％よりよりよりより4444....5555％％％％低低低低いいいい。。。。早急早急早急早急なななな改善改善改善改善がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。教育長教育長教育長教育長とととと
総務部長総務部長総務部長総務部長のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 海外海外海外海外からのからのからのからの観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致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のののの活用等活用等活用等活用等でででで観光関連観光関連観光関連観光関連のののの予算予算予算予算がががが大幅大幅大幅大幅にににに増額増額増額増額されたされたされたされた。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ海外海外海外海外からのからのからのからの観光観光観光観光
客誘致客誘致客誘致客誘致にににに力力力力をををを入入入入れているがれているがれているがれているが、、、、現時点現時点現時点現時点におけるにおけるにおけるにおける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いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((2222)))) ７７７７月月月月24242424日日日日にににに上海上海上海上海からからからから寄港寄港寄港寄港したしたしたしたボイジャーボイジャーボイジャーボイジャー・・・・オブオブオブオブ・・・・ザザザザ・・・・シーズシーズシーズシーズのののの乗客乗客乗客乗客１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの平均消費金平均消費金平均消費金平均消費金
額額額額のののの直接経済効果直接経済効果直接経済効果直接経済効果はははは約約約約１１１１億億億億3800380038003800万円万円万円万円とととと推計推計推計推計されているされているされているされている。。。。2012201220122012年那覇港寄港年那覇港寄港年那覇港寄港年那覇港寄港クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船
のののの外港外港外港外港クルーズクルーズクルーズクルーズ寄港回数寄港回数寄港回数寄港回数はははは61616161回回回回がががが予定予定予定予定されているされているされているされている。。。。2013201320132013年以降年以降年以降年以降のののの外港外港外港外港クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船とととと乗乗乗乗
客消費金額客消費金額客消費金額客消費金額をふやすためのをふやすためのをふやすためのをふやすため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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那覇空港国際線那覇空港国際線那覇空港国際線那覇空港国際線はははは、、、、海外海外海外海外のののの航空会社航空会社航空会社航空会社からからからから就航就航就航就航のののの要望要望要望要望があってもがあってもがあってもがあっても対応対応対応対応できないできないできないできない状況状況状況状況にあにあにあにあ
るるるる。。。。2014201420142014年初年初年初年初めにめにめにめに新新新新しいしいしいしい国際線旅客国際線旅客国際線旅客国際線旅客ターミナルビルターミナルビルターミナルビルターミナルビルをををを完成完成完成完成させるさせるさせるさせる予定予定予定予定とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、進進進進
状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。新新新新ビルビルビルビルのののの完成完成完成完成でででで将来将来将来将来もももも見通見通見通見通したしたしたした対応対応対応対応がががが可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 保育士保育士保育士保育士のののの賃金賃金賃金賃金やややや労働条件労働条件労働条件労働条件がががが厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、継続雇用継続雇用継続雇用継続雇用がががが困難困難困難困難なななな状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。特特特特にににに認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園
においてはにおいてはにおいてはにおいてはサービスサービスサービスサービス残業残業残業残業がががが日常的日常的日常的日常的にににに起起起起きているとのきているとのきているとのきているとの訴訴訴訴えがあるえがあるえがあるえがある。。。。県県県県はははは実態実態実態実態をををを把握把握把握把握しているしているしているしている
かかかか。。。。またまたまたまた、、、、経営者経営者経営者経営者をををを集集集集めてのめてのめてのめての指導指導指導指導もももも必要必要必要必要とととと思思思思うううう。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 中国中国中国中国のののの反日反日反日反日デモデモデモデモ、、、、経済制裁等経済制裁等経済制裁等経済制裁等はははは沖縄沖縄沖縄沖縄にもにもにもにも影響影響影響影響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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備をををを阻止阻止阻止阻止するするするする知事知事知事知事のののの秘策秘策秘策秘策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。。。。

2222 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関係部関係部関係部関係

((((1111)))) 県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて進進進進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。。。。

((((2222)))) 文化観光戦略推進事業文化観光戦略推進事業文化観光戦略推進事業文化観光戦略推進事業・・・・沖縄芸能活用沖縄芸能活用沖縄芸能活用沖縄芸能活用プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション事業事業事業事業・・・・沖縄文化活性化沖縄文化活性化沖縄文化活性化沖縄文化活性化・・・・創造発信創造発信創造発信創造発信
支援事業支援事業支援事業支援事業・・・・沖縄文化等沖縄文化等沖縄文化等沖縄文化等コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ産業創出支援事業等産業創出支援事業等産業創出支援事業等産業創出支援事業等のののの文化振興主要事業文化振興主要事業文化振興主要事業文化振興主要事業のののの内容内容内容内容とととと事事事事
業採択業採択業採択業採択のののの方法方法方法方法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)))) 元気元気元気元気プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの執行状況執行状況執行状況執行状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県立芸術大学県立芸術大学県立芸術大学県立芸術大学におけるにおけるにおけるにおけるアートマネージメントアートマネージメントアートマネージメントアートマネージメント部門部門部門部門のののの導入導入導入導入におけるにおけるにおけるにおける進進進進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)))) （（（（財財財財））））沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローのののの今年度今年度今年度今年度のののの総事業費総事業費総事業費総事業費についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭のののの総予算額総予算額総予算額総予算額とととと県県県県のののの支出予算額及支出予算額及支出予算額及支出予算額及びびびび沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの経済効果経済効果経済効果経済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。。。。

3333 総務部関係総務部関係総務部関係総務部関係

((((1111)))) 本県本県本県本県はははは世界世界世界世界にににに誇誇誇誇るるるる文化文化文化文化をををを有有有有しているしているしているしている。。。。今後県職今後県職今後県職今後県職にににに文化技官部門文化技官部門文化技官部門文化技官部門のののの採用制度採用制度採用制度採用制度をををを実施実施実施実施すべすべすべすべ
きときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 企画部関係企画部関係企画部関係企画部関係

((((1111)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今年度今年度今年度今年度のののの調査費調査費調査費調査費のののの内訳内訳内訳内訳とととと内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ブランドブランドブランドブランドについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄産沖縄産沖縄産沖縄産ビーグビーグビーグビーグをををを伝統工芸品化伝統工芸品化伝統工芸品化伝統工芸品化できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 古酒古酒古酒古酒にににに対対対対するのするのするのするの県県県県ののの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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 島島島島マースマースマースマースにににに対対対対するするするする県県県県ののの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伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄産沖縄産沖縄産沖縄産マンゴーマンゴーマンゴーマンゴーにににに対対対対するするするする県県県県ののの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伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 商標商標商標商標、、、、製造特許等製造特許等製造特許等製造特許等のののの県外事業者保有県外事業者保有県外事業者保有県外事業者保有のののの頻度頻度頻度頻度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)))) 沖縄市中心市街地活性化基本計画沖縄市中心市街地活性化基本計画沖縄市中心市街地活性化基本計画沖縄市中心市街地活性化基本計画にににに対対対対するするするする県県県県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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 三線三線三線三線のののの伝統工芸品化伝統工芸品化伝統工芸品化伝統工芸品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。。。。

((((4444)))) 国際物流拠点産業集積地域制度国際物流拠点産業集積地域制度国際物流拠点産業集積地域制度国際物流拠点産業集積地域制度をををを新設新設新設新設したことでしたことでしたことでしたことで旧特自貿旧特自貿旧特自貿旧特自貿におけるにおけるにおけるにおける企業進出企業進出企業進出企業進出のののの動向動向動向動向にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 土木建築土木建築土木建築土木建築・・・・環境関係環境関係環境関係環境関係

((((1111)))) 市道高原泡瀬線市道高原泡瀬線市道高原泡瀬線市道高原泡瀬線のののの県道昇格県道昇格県道昇格県道昇格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 農林水産関係農林水産関係農林水産関係農林水産関係

((((1111)))) 県産県産県産県産アロエベラアロエベラアロエベラアロエベラのののの出荷出荷出荷出荷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

8888 教育関係教育関係教育関係教育関係についてについてについてについて
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((((1111)))) 県立高校再編整備計画県立高校再編整備計画県立高校再編整備計画県立高校再編整備計画についてについてについてについて

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



15

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24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月01010101    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

8888 17171717分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 野田総理野田総理野田総理野田総理がががが再選再選再選再選されされされされ自民党自民党自民党自民党のののの新総裁新総裁新総裁新総裁がががが誕生誕生誕生誕生するするするする。。。。総裁選総裁選総裁選総裁選がががが繰繰繰繰りりりり広広広広げられたげられたげられたげられた中中中中、、、、どのどのどのどの候補候補候補候補
者者者者もももも沖縄沖縄沖縄沖縄がががが求求求求めているめているめているめている辺野古移設断念辺野古移設断念辺野古移設断念辺野古移設断念、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対等配備反対等配備反対等配備反対等のののの問題問題問題問題にににに対対対対しししし、、、、前向前向前向前向きなきなきなきな
持論持論持論持論がががが展開展開展開展開されなかったされなかったされなかったされなかった。。。。今後今後今後今後、、、、民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権またまたまたまた自民党自民党自民党自民党にににに対対対対してしてしてして知事知事知事知事はははは何何何何をををを期待期待期待期待するかするかするかするか
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地位協定地位協定地位協定地位協定についてについてについてについて県県県県がががが改定改定改定改定をををを求求求求めているめているめているめている11111111項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、そのそのそのその後後後後のののの協議協議協議協議はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
るのかるのかるのかるのか。。。。作業作業作業作業のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 枯枯枯枯れれれれ葉剤問題葉剤問題葉剤問題葉剤問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 枯枯枯枯れれれれ葉剤被害者二世葉剤被害者二世葉剤被害者二世葉剤被害者二世ヘザーヘザーヘザーヘザー・・・・バウダーバウダーバウダーバウダーさんがさんがさんがさんが来沖来沖来沖来沖しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤についてについてについてについて、、、、これまこれまこれまこれま
でのでのでのでの事実事実事実事実にににに加加加加ええええ1981198119811981年年年年のののの普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場からのからのからのからの毒物毒物毒物毒物のののの入入入入ったったったったドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶のののの存在等存在等存在等存在等のののの重要重要重要重要
なななな証言証言証言証言があったがあったがあったがあった。。。。県県県県としてのとしてのとしてのとしての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 退役軍人省退役軍人省退役軍人省退役軍人省がががが沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの枯枯枯枯れれれれ葉剤使用葉剤使用葉剤使用葉剤使用にににに関与関与関与関与したしたしたした軍人軍人軍人軍人のののの疾病疾病疾病疾病をををを認定認定認定認定したしたしたした。。。。今後今後今後今後、、、、県県県県としとしとしとし
てててて沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へのへのへのへの影響影響影響影響をををを調査調査調査調査しししし、、、、そのそのそのそ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国国国国・・・・当該市町村当該市町村当該市町村当該市町村とととと連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき
だがだがだがだが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 住宅防音工事住宅防音工事住宅防音工事住宅防音工事についてについてについてについて県県県県はははは対象地域対象地域対象地域対象地域のののの拡大拡大拡大拡大をををを防衛局防衛局防衛局防衛局にににに求求求求めるめるめるめる方針方針方針方針をををを示示示示したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその
内容内容内容内容ををををスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 電波障害電波障害電波障害電波障害についてについてについてについて県内県内県内県内のののの被害地域被害地域被害地域被害地域をををを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。。。。調査状況調査状況調査状況調査状況とそのとそのとそのとその対応策対応策対応策対応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。。。。

ｳｳｳｳ 嘉手納以南返還跡地利用嘉手納以南返還跡地利用嘉手納以南返還跡地利用嘉手納以南返還跡地利用ののののロードマップロードマップロードマップロードマップはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか。。。。最終目標最終目標最終目標最終目標のめどをのめどをのめどをのめどを
伺伺伺伺うううう。。。。

3333 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 自殺問題自殺問題自殺問題自殺問題についてについてについてについて、、、、過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの自殺者自殺者自殺者自殺者のののの推移推移推移推移（（（（年代男女別年代男女別年代男女別年代男女別））））全国比較全国比較全国比較全国比較、、、、対応策対応策対応策対応策についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ひとりひとりひとりひとり親家庭支援親家庭支援親家庭支援親家庭支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 未婚未婚未婚未婚ののののシングルマザーシングルマザーシングルマザーシングルマザー寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除「「「「みなしみなしみなしみなし適用適用適用適用」」」」のののの県内県内県内県内のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭、、、、在宅就業支援事業在宅就業支援事業在宅就業支援事業在宅就業支援事業のののの実績実績実績実績、、、、成果成果成果成果、、、、今後今後今後今後のののの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設のののの増設計画増設計画増設計画増設計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 24242424時間保育時間保育時間保育時間保育のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて

((((4444)))) 里親会里親会里親会里親会のののの実情実情実情実情とととと支援策支援策支援策支援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。。。。

((((5555)))) 子供子供子供子供、、、、若者支援地域協議会若者支援地域協議会若者支援地域協議会若者支援地域協議会のののの設立設立設立設立についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 学童保育料学童保育料学童保育料学童保育料のののの減免処置減免処置減免処置減免処置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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) がんがんがんがん条例制定後条例制定後条例制定後条例制定後のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみ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 沖縄平和賞沖縄平和賞沖縄平和賞沖縄平和賞についてについてについてについて

((((1111)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの総予算総予算総予算総予算、、、、募金状況募金状況募金状況募金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。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はこのはこのはこのはこの賞賞賞賞をををを設立設立設立設立するするするする意義意義意義意義・・・・必然性必然性必然性必然性はははは何何何何かかかか。。。。
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((((3333)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの受賞者受賞者受賞者受賞者とととと県民県民県民県民とのとのとのとの交流交流交流交流はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか。。。。

5555 大学院大学大学院大学大学院大学大学院大学についてについてについてについて

((((1111)))) 学生学生学生学生のののの入学状況入学状況入学状況入学状況、、、、関連企業関連企業関連企業関連企業のののの参入状況参入状況参入状況参入状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 建設完了建設完了建設完了建設完了までのまでのまでのまでの進進進進状況状況状況状況とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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教育教育教育教育にどうにどうにどうにどう関連関連関連関連づけていくのかづけていくのかづけていくのかづけていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 河川河川河川河川のしゅんせつのしゅんせつのしゅんせつのしゅんせつ整備事業整備事業整備事業整備事業についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの危険度危険度危険度危険度のののの高高高高いいいい河川数河川数河川数河川数、、、、そのそのそのその対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


