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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10101010    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 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（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 日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約についてについてについてについて

((((1111)))) 日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約はははは日本日本日本日本のののの平和平和平和平和とととと安全安全安全安全にににに貢献貢献貢献貢献しているとしているとしているとしていると考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。考考考考えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば、、、、そのそのそのその
具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容をををを説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((2222)))) 米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪のたびにのたびにのたびにのたびに県民県民県民県民のののの抗議抗議抗議抗議にににに対対対対してしてしてして「「「「綱紀粛正綱紀粛正綱紀粛正綱紀粛正・・・・再発防止再発防止再発防止再発防止にににに努努努努めるめるめるめる」」」」とととと同同同同じじじじ答弁答弁答弁答弁をををを繰繰繰繰りりりり
返返返返しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう考考考考えるかえるかえるかえるか所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの県土県土県土県土にににに米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを認認認認めるのはめるのはめるのはめるのは、、、、結果的結果的結果的結果的にはにはにはには米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪にににに加担加担加担加担していることになるのしていることになるのしていることになるのしていることになるの
ではないかではないかではないかではないか。。。。加害者加害者加害者加害者にならないためにはにならないためにはにならないためにはにならないためには基地基地基地基地にににに反対反対反対反対してしてしてして行動行動行動行動すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが所見所見所見所見をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((4444)))) 50505050年以上年以上年以上年以上もももも米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの存在存在存在存在をををを押押押押しつけているしつけているしつけているしつけている日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、対等対等対等対等・・・・平等平等平等平等のののの国際国際国際国際
関係関係関係関係をををを構築構築構築構築するためにするためにするためにするために「「「「平和友好条約平和友好条約平和友好条約平和友好条約」」」」にににに改改改改めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 全国的全国的全国的全国的にににに「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」問題問題問題問題がががが深刻深刻深刻深刻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、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの実態実態実態実態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。。。。

((((2222)))) 特特特特にににに刑法犯刑法犯刑法犯刑法犯のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合がががが断断断断トツトツトツトツでででで全国一全国一全国一全国一のようですがのようですがのようですがのようですが、、、、実態実態実態実態はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。

((((3333)))) そのそのそのその原因原因原因原因についてについてについてについて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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 教師教師教師教師のののの多忙化解消多忙化解消多忙化解消多忙化解消のののの具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますか。。。。学習指導案学習指導案学習指導案学習指導案のののの提出提出提出提出のののの改改改改
善善善善、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの学校訪問指導学校訪問指導学校訪問指導学校訪問指導のののの効果効果効果効果はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

((((5555)))) 行行行行きききき過過過過ぎたぎたぎたぎた「「「「学力向上推進運動学力向上推進運動学力向上推進運動学力向上推進運動」」」」がががが子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの学校生活学校生活学校生活学校生活をいびつなものにしているとをいびつなものにしているとをいびつなものにしているとをいびつなものにしていると考考考考ええええ
るがるがるがるが、、、、そのそのそのその見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めるめるめるめる考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか。。。。

((((6666)))) 現在現在現在現在、、、、学習塾学習塾学習塾学習塾にににに通通通通っているっているっているっている生徒生徒生徒生徒のののの実態実態実態実態をををを掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。なぜなぜなぜなぜ学習塾学習塾学習塾学習塾にににに頼頼頼頼るるるる事態事態事態事態になっになっになっになっ
ているのかているのかているのかているのか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 多忙化解消多忙化解消多忙化解消多忙化解消のためにのためにのためにのために具体的具体的具体的具体的にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ事例事例事例事例をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((8888)))) 教職員教職員教職員教職員のののの評価評価評価評価システムシステムシステムシステムがががが教職員教職員教職員教職員のののの大大大大きなきなきなきな精神的負担精神的負担精神的負担精神的負担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考考考考えるえるえるえる。。。。見直見直見直見直すべきすべきすべきすべき
時期時期時期時期にににに来来来来ているのではないかているのではないかているのではないかているのではないか。。。。

((((9999)))) 今後今後今後今後のののの多忙化解消多忙化解消多忙化解消多忙化解消のののの具体的計画具体的計画具体的計画具体的計画とととと決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 泡瀬干潟問題泡瀬干潟問題泡瀬干潟問題泡瀬干潟問題についてについてについてについて

((((1111)))) 震災対策震災対策震災対策震災対策、、、、津波対策津波対策津波対策津波対策がないままにがないままにがないままにがないままに埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。このままではこのままではこのままではこのままでは用地用地用地用地のののの
売却売却売却売却ができないとができないとができないとができないと考考考考えるえるえるえる。。。。事業主体事業主体事業主体事業主体であるであるであるである沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市はははは企業企業企業企業にににに売却売却売却売却できなければできなければできなければできなければ、、、、県県県県からからからから買買買買
いいいい上上上上げるげるげるげる必要必要必要必要はなくはなくはなくはなく沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの財政負担財政負担財政負担財政負担はないとはないとはないとはないと発言発言発言発言しているがしているがしているがしているが、、、、協定協定協定協定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。。。。

((((2222)))) これまでこれまでこれまでこれまで埋立用地埋立用地埋立用地埋立用地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突堤突堤突堤突堤のののの護岸工事護岸工事護岸工事護岸工事をををを行行行行いいいい、、、、現在現在現在現在、、、、埋立地埋立地埋立地埋立地にににに含含含含まれていなまれていなまれていなまれていな
いいいい海域海域海域海域でのでのでのでの「「「「中仕切堤中仕切堤中仕切堤中仕切堤」」」」工事工事工事工事をををを実施実施実施実施しししし、、、、今後今後今後今後「「「「潜堤潜堤潜堤潜堤」」」」工事工事工事工事をををを実施予定実施予定実施予定実施予定であるがであるがであるがであるが、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠
はははは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 埋立地域埋立地域埋立地域埋立地域にににに生息生息生息生息しているしているしているしている貴重種貴重種貴重種貴重種やややや絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種のののの生生生生きききき物物物物たちのたちのたちのたちの種類種類種類種類はははは幾幾幾幾らでらでらでらで、、、、そのそのそのその保全保全保全保全
策策策策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)))) 自然環境自然環境自然環境自然環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした工事工事工事工事だとだとだとだと強調強調強調強調していますがしていますがしていますがしていますが、、、、実態実態実態実態はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん環境破壊環境破壊環境破壊環境破壊がががが進行進行進行進行していしていしていしてい
ますますますます。。。。環境破壊環境破壊環境破壊環境破壊のののの事実事実事実事実をををを認認認認めめめめ有効有効有効有効なななな対策対策対策対策をとるべきですがどうかをとるべきですがどうかをとるべきですがどうかをとるべきですがどうか。。。。

((((5555)))) 中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港・・・・新港地区新港地区新港地区新港地区にににに立地立地立地立地するするするする企業企業企業企業についてのについてのについてのについて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。。。。
　　　　一般工業用地一般工業用地一般工業用地一般工業用地、、、、国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域（（（（旧旧旧旧ＦＴＺ）ＦＴＺ）ＦＴＺ）ＦＴＺ）別別別別にににに、、、、立地立地立地立地するするするする数数数数、、、、企業名企業名企業名企業名、、、、正正正正
規従業員数規従業員数規従業員数規従業員数、、、、非正規従業員数非正規従業員数非正規従業員数非正規従業員数、、、、入居年月日入居年月日入居年月日入居年月日についてについてについてについて

((((6666)))) 無駄無駄無駄無駄なななな公共工事公共工事公共工事公共工事であるであるであるである泡瀬埋立事業泡瀬埋立事業泡瀬埋立事業泡瀬埋立事業はははは中止中止中止中止せよせよせよせよ。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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4444 産廃問題産廃問題産廃問題産廃問題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のごみのごみのごみのごみ山処理山処理山処理山処理のののの進進進進状況状況状況状況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。。。。

((((2222)))) そのそのそのその地下水地下水地下水地下水からからからから化学物質化学物質化学物質化学物質のののの「「「「ヒヒヒヒ素素素素」」」」がががが検出検出検出検出されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその事実事実事実事実をををを掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 名護名護名護名護でのでのでのでの最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場のののの建設建設建設建設はははは十分十分十分十分なななな住民合意住民合意住民合意住民合意はははは得得得得られたかられたかられたかられたか。。。。

5555 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建設問題建設問題建設問題建設問題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建設工事建設工事建設工事建設工事でででで自然環境自然環境自然環境自然環境がががが大大大大きくきくきくきく破壊破壊破壊破壊されていますされていますされていますされています。。。。そのそのそのその上上上上にににに新新新新しくしくしくしくオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが訓訓訓訓
練練練練しているしているしているしている。。。。一層自然破壊一層自然破壊一層自然破壊一層自然破壊がががが深刻深刻深刻深刻になることはになることはになることはになることは明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。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ににに反対反対反対反対
するするするする立場立場立場立場からもからもからもからも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かさせるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないか。。。。

((((2222)))) 高江高江高江高江でのでのでのでのオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイによるによるによるによる軍事訓練軍事訓練軍事訓練軍事訓練のののの実態実態実態実態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。。。。

6666 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問題工事問題工事問題工事問題についてについてについてについて

((((1111)))) 工法変更工法変更工法変更工法変更についてについてについてについて、、、、中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式からからからから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したしたした理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 誰誰誰誰のののの指示指示指示指示でででで変更変更変更変更したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

((((3333)))) 工事費工事費工事費工事費のののの算定算定算定算定はははは（（（（見積見積見積見積もりもりもりもり、、、、積算価格積算価格積算価格積算価格））））はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。比較比較比較比較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)))) 詳細図面詳細図面詳細図面詳細図面（（（（施工図施工図施工図施工図）、）、）、）、無導坑方式無導坑方式無導坑方式無導坑方式のののの設計図設計図設計図設計図はできていたかはできていたかはできていたかはできていたか。。。。それにそれにそれにそれに基基基基づくづくづくづく積算額積算額積算額積算額はははは幾幾幾幾らららら
かかかか。。。。

((((5555)))) 中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式中央導坑方式からからからから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変更変更変更変更はははは重大重大重大重大なななな事案事案事案事案であるがであるがであるがであるが、、、、変更変更変更変更のののの決済決済決済決済はははは誰誰誰誰のののの責任責任責任責任
でやったかでやったかでやったかでやったか。。。。

((((6666)))) 監査委員監査委員監査委員監査委員からのからのからのからの勧告勧告勧告勧告はどうはどうはどうはどう対処対処対処対処するつもりかするつもりかするつもりかするつもりか。。。。

7777 憲法問題憲法問題憲法問題憲法問題についてについてについてについて
　　　　総選挙公約総選挙公約総選挙公約総選挙公約でででで、、、、憲法改定憲法改定憲法改定憲法改定、、、、国防軍国防軍国防軍国防軍もももも創設創設創設創設などなどなどなど、、、、日本日本日本日本のののの戦後戦後戦後戦後のののの民主主義民主主義民主主義民主主義をををを根底根底根底根底からからからから覆覆覆覆すすすす危危危危
険険険険なななな主張主張主張主張がなされているががなされているががなされているががなされているが、、、、このこのこのこの動動動動きはきはきはきは「「「「いつかいつかいつかいつか来来来来たたたた道道道道、、、、戦争戦争戦争戦争へのへのへのへの道道道道」」」」につながるものであにつながるものであにつながるものであにつながるものであ
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424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10101010    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 台風被害台風被害台風被害台風被害についてについてについてについて

((((1111)))) ことしはことしはことしはことしは大型台風大型台風大型台風大型台風がががが連続連続連続連続したがしたがしたがしたが、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ被害被害被害被害のののの大大大大きかったきかったきかったきかった台風台風台風台風17171717号号号号についてについてについてについて、、、、農農農農・・・・畜産畜産畜産畜産
物物物物やややや住宅被害住宅被害住宅被害住宅被害はどうだったかはどうだったかはどうだったかはどうだったか。。。。県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような支援支援支援支援をををを行行行行ったかったかったかったか。。。。

((((2222)))) 伊平屋村伊平屋村伊平屋村伊平屋村などになどになどになどに被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法をををを適用適用適用適用したしたしたした経緯経緯経緯経緯とととと支援内容支援内容支援内容支援内容についてについてについてについて

((((3333)))) 政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして、、、、被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法のののの支援上限額支援上限額支援上限額支援上限額をををを300300300300万万万万からからからから500500500500万万万万にににに引引引引きききき上上上上げるようげるようげるようげるよう
求求求求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

((((4444)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特殊事情特殊事情特殊事情特殊事情にににに適用適用適用適用されるものだがされるものだがされるものだがされるものだが、、、、台風常襲台風常襲台風常襲台風常襲のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが独自独自独自独自のののの台風台風台風台風
被害被害被害被害にににに対対対対するするするする支援制度支援制度支援制度支援制度をををを創設創設創設創設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 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)))) 小小小小、、、、中中中中、、、、県立学校県立学校県立学校県立学校ののののクーラークーラークーラークーラー設置状況設置状況設置状況設置状況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。。。。亜熱帯性気候亜熱帯性気候亜熱帯性気候亜熱帯性気候のののの沖縄沖縄沖縄沖縄でででで一括一括一括一括
交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用してしてしてしてクーラークーラークーラークーラーをををを設置設置設置設置しししし、、、、維持費維持費維持費維持費にににに充充充充てられるようにすることについててられるようにすることについててられるようにすることについててられるようにすることについて

((((2222)))) 私立高校私立高校私立高校私立高校のののの授業料支援金授業料支援金授業料支援金授業料支援金はははは、、、、月額月額月額月額9900990099009900円円円円のののの倍倍倍倍までまでまでまで低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯にににに加算金加算金加算金加算金がでているがでているがでているがでている。。。。県県県県
立高校立高校立高校立高校のののの生徒生徒生徒生徒でででで生活保護生活保護生活保護生活保護、、、、ひとりひとりひとりひとり親親親親などなどなどなど低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯にににに加算金加算金加算金加算金をををを支給支給支給支給するするするする制度制度制度制度をををを創設創設創設創設すすすす
ることについてることについてることについてることについて

((((3333)))) 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一般世帯一般世帯一般世帯一般世帯とのとのとのとの比較比較比較比較とととと推移推移推移推移についてについてについてについて、、、、所得所得所得所得のののの低低低低いいいい沖沖沖沖
縄県縄県縄県縄県においてにおいてにおいてにおいて給付型給付型給付型給付型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)))) 就学援助就学援助就学援助就学援助についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 就学援助就学援助就学援助就学援助のののの支給状況支給状況支給状況支給状況についてについてについてについて、、、、市町村市町村市町村市町村をををを支援支援支援支援してしてしてし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

ｲｲｲｲ 就学援助就学援助就学援助就学援助ににににクラブクラブクラブクラブ活動費活動費活動費活動費、、、、生徒会費生徒会費生徒会費生徒会費、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ会費会費会費会費のののの支給支給支給支給がががが追加追加追加追加されたがされたがされたがされたが、、、、市町村市町村市町村市町村のののの支給支給支給支給
状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、支給支給支給支給をををを促進促進促進促進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。。。。

ｳｳｳｳ 視力視力視力視力のののの悪悪悪悪いいいい子子子子にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡をををを支給支給支給支給しているしているしているしている市町村市町村市町村市町村はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。支給支給支給支給させることについさせることについさせることについさせることについ
てててて

3333 県県県県のののの障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用はははは、、、、法定雇用法定雇用法定雇用法定雇用にににに対対対対してしてしてして実態実態実態実態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。。。。民間民間民間民間のののの雇用状況雇用状況雇用状況雇用状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
法定雇用率法定雇用率法定雇用率法定雇用率をををを満満満満たすにはたすにはたすにはたすには何人何人何人何人のののの雇用雇用雇用雇用がふえるのかがふえるのかがふえるのかがふえるのか。。。。達成達成達成達成するためのするためのするためのするための県県県県のののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、
定着定着定着定着のためののためののためののための県県県県のののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

4444 保育行政保育行政保育行政保育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 保育所増設保育所増設保育所増設保育所増設のののの願願願願いはいはいはいは切実切実切実切実ですですですです。。。。南風原町内南風原町内南風原町内南風原町内でででで認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園がががが保護者保護者保護者保護者のののの要請要請要請要請をををを受受受受けてけてけてけて
認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所へのへのへのへの申請申請申請申請をしようとしたらをしようとしたらをしようとしたらをしようとしたら、、、、町町町町からからからから拒否拒否拒否拒否されているされているされているされている事例事例事例事例があるががあるががあるががあるが、、、、何何何何がががが障害障害障害障害にににに
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。。。。県県県県はははは適切適切適切適切なななな支援支援支援支援ををを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。。。。

((((2222)))) 浦添市内浦添市内浦添市内浦添市内でででで、、、、認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの父母父母父母父母からからからから５５５５歳児歳児歳児歳児クラスクラスクラスクラスのののの増設要求増設要求増設要求増設要求がががが出出出出てててて、、、、保育所保育所保育所保育所がががが施設施設施設施設をををを増増増増
設設設設してしてしてして市市市市にににに申請申請申請申請をしたらをしたらをしたらをしたら認認認認められないでいるがめられないでいるがめられないでいるがめられないでいるが、、、、県県県県はははは実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行いいいい、、、、父母父母父母父母のののの願願願願いにいにいにいに応応応応
えるようにすべきではないかえるようにすべきではないかえるようにすべきではないかえるようにすべきではないか。。。。

((((3333)))) 9000900090009000人以上人以上人以上人以上いるいるいるいる待機児童待機児童待機児童待機児童をををを解消解消解消解消するためのするためのするためのするための市町村市町村市町村市町村のののの保育所整備計画保育所整備計画保育所整備計画保育所整備計画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。。。。早急早急早急早急にににに解消解消解消解消するためのするためのするためのするための整備計画整備計画整備計画整備計画がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

5555 学童保育学童保育学童保育学童保育についてについてについてについて

((((1111)))) 民間施設利用民間施設利用民間施設利用民間施設利用のののの学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブはははは何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか。。。。うちうちうちうち家賃補助家賃補助家賃補助家賃補助をををを受受受受けるけるけるける学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブはははは何何何何カカカカ所所所所
かかかか。。。。民間利用民間利用民間利用民間利用のののの全全全全てにてにてにてに補助補助補助補助をしないのはなぜかをしないのはなぜかをしないのはなぜかをしないのはなぜか。。。。補助補助補助補助をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて

((((2222)))) ひとりひとりひとりひとり親親親親やややや低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯のののの子供子供子供子供がががが学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブにににに入所入所入所入所できるようにできるようにできるようにできるように、、、、県独自県独自県独自県独自のののの補助制度補助制度補助制度補助制度をつくをつくをつくをつく
ることることることること。。。。

6666 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
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((((1111)))) 県立病院検証委員会県立病院検証委員会県立病院検証委員会県立病院検証委員会のののの最終検証報告最終検証報告最終検証報告最終検証報告はははは、、、、経営改善経営改善経営改善経営改善とととと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についてどうについてどうについてどうについてどう評価評価評価評価
しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。県民県民県民県民のののの医療医療医療医療をををを守守守守るとりでとしてさらにるとりでとしてさらにるとりでとしてさらにるとりでとしてさらに充実充実充実充実させるさせるさせるさせる必要必要必要必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、、、、見解見解見解見解をををを
問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてとしてとしてとして医師会病院医師会病院医師会病院医師会病院とととと県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院をををを一一一一つにするつにするつにするつにする報道報道報道報道がなされていがなされていがなされていがなされてい
るるるる。。。。県立南部病院県立南部病院県立南部病院県立南部病院をををを廃止廃止廃止廃止してしてしてして南部地域南部地域南部地域南部地域のののの救急医療救急医療救急医療救急医療がががが困難困難困難困難となっているとなっているとなっているとなっている。。。。北部地域北部地域北部地域北部地域のののの救命救命救命救命
救急医療救急医療救急医療救急医療をををを崩壊崩壊崩壊崩壊させることにつながるさせることにつながるさせることにつながるさせることにつながる県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院のののの廃止廃止廃止廃止はやめるべきはやめるべきはやめるべきはやめるべき。。。。

7777 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米国防省米国防省米国防省米国防省のののの2011201120112011年度年度年度年度のののの年次報告年次報告年次報告年次報告によればによればによればによれば、、、、米軍米軍米軍米軍のののの性犯罪性犯罪性犯罪性犯罪はどういうはどういうはどういうはどういう状況状況状況状況かかかか。。。。森本防衛森本防衛森本防衛森本防衛
大臣大臣大臣大臣はははは、、、、グアムグアムグアムグアムにににに行行行行くくくく前前前前にににに沖縄沖縄沖縄沖縄にににに立立立立ちちちち寄寄寄寄ったったったった海軍兵海軍兵海軍兵海軍兵によるによるによるによる集団暴行事件集団暴行事件集団暴行事件集団暴行事件をををを「「「「たまたまたまたまたまたまたまたま事件事件事件事件
をををを犯犯犯犯したしたしたした」」」」とととと暴言暴言暴言暴言をををを発発発発したしたしたした。。。。米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪はははは沖縄沖縄沖縄沖縄にににに基地基地基地基地があるためにがあるためにがあるためにがあるために起起起起こっているとこっているとこっているとこっていると思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民のののの総意総意総意総意にににに反反反反してしてしてして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、、、、県県県県やややや市町村市町村市町村市町村がががが調査調査調査調査したしたしたした飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートやややや
爆音爆音爆音爆音、、、、低周波音低周波音低周波音低周波音、、、、飛行飛行飛行飛行モードモードモードモード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。。。。一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるべきではないめるべきではないめるべきではないめるべきではない
かかかか。。。。

8888 浦添新軍港建設問題浦添新軍港建設問題浦添新軍港建設問題浦添新軍港建設問題についてについてについてについて
　　　　戦後戦後戦後戦後67676767年間年間年間年間もももも米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がががが居座居座居座居座りりりり、、、、経済経済経済経済もももも雇用雇用雇用雇用もももも壊壊壊壊されているされているされているされている。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備強行配備強行配備強行配備強行、、、、頻発頻発頻発頻発
するするするする米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪、、、、そのそのそのその上上上上、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの海外海外海外海外へのへのへのへの侵略基地侵略基地侵略基地侵略基地となるとなるとなるとなる浦添新軍港浦添新軍港浦添新軍港浦添新軍港のののの建設建設建設建設をををを認認認認めるのめるのめるのめるの
かかかか。。。。知事知事知事知事はははは、、、、基地基地基地基地のないのないのないのない沖縄沖縄沖縄沖縄をををを目指目指目指目指してしてしてして軍港建設軍港建設軍港建設軍港建設にににに反対反対反対反対をををを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。。。。

9999 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10101010    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 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政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)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「最低最低最低最低でもでもでもでも県外県外県外県外」」」」とととと発言発言発言発言したしたしたした鳩山氏鳩山氏鳩山氏鳩山氏はははは１１１１年足年足年足年足らずでらずでらずでらずで首相首相首相首相のののの座座座座をおりをおりをおりをおり、、、、そればかりかみずかそればかりかみずかそればかりかみずかそればかりかみずか
らららら立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた「「「「民主党民主党民主党民主党」」」」をををを追追追追われわれわれわれ政界政界政界政界からからからから引退引退引退引退したしたしたした。「。「。「。「基地問題基地問題基地問題基地問題ははははアメリカアメリカアメリカアメリカのののの虎虎虎虎のののの尾尾尾尾」」」」のののの
一一一一つでつでつでつで、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏んでしまったからだとんでしまったからだとんでしまったからだとんでしまったからだと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、総理総理総理総理といえどもといえどもといえどもといえども「「「「基地問題基地問題基地問題基地問題
にににに言及言及言及言及はははは許許許許さないさないさないさない」」」」というというというという米国米国米国米国のののの強強強強いいいいメッセージメッセージメッセージメッセージがそこにはあるというがそこにはあるというがそこにはあるというがそこにはあるという。。。。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。。。。

ｲｲｲｲ 衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙がががが始始始始まったまったまったまった。。。。全国的全国的全国的全国的なななな争点争点争点争点はははは原発原発原発原発、ＴＰＰ、、ＴＰＰ、、ＴＰＰ、、ＴＰＰ、消費増税問題消費増税問題消費増税問題消費増税問題にににに収収収収れんされれんされれんされれんされ、、、、オオオオ
スプレイスプレイスプレイスプレイ配備配備配備配備やややや日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定、、、、普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題がほとんどがほとんどがほとんどがほとんど報報報報じられないじられないじられないじられない。。。。外交防衛外交防衛外交防衛外交防衛、、、、安安安安
全保障全保障全保障全保障をををを声高声高声高声高にににに叫叫叫叫ぶぶぶぶ政党政党政党政党もももも沖縄基地問題沖縄基地問題沖縄基地問題沖縄基地問題にはにはにはには関心関心関心関心もないのかもないのかもないのかもないのか決決決決してしてしてして触触触触れることはなれることはなれることはなれることはな
いいいい。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「政権政権政権政権がががが自民党自民党自民党自民党にににに移行移行移行移行してもしてもしてもしても「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」はははは変変変変わらないわらないわらないわらない」」」」とととと発言発言発言発言しているしているしているしている。「。「。「。「埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承承承承
認認認認しないしないしないしない」」」」というというというという意思表示意思表示意思表示意思表示とととと捉捉捉捉えてよいかえてよいかえてよいかえてよいか。。。。

ｴｴｴｴ 高江集落高江集落高江集落高江集落におけるにおけるにおけるにおける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でででで自然環境自然環境自然環境自然環境やややや周辺住民生活周辺住民生活周辺住民生活周辺住民生活にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響がありがありがありがあり、、、、
安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの担保担保担保担保はあるとはあるとはあるとはあ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。。。。

((((2222)))) 尖閣諸島領有権問題尖閣諸島領有権問題尖閣諸島領有権問題尖閣諸島領有権問題をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって日中関係日中関係日中関係日中関係はははは悪化悪化悪化悪化するばかりするばかりするばかりするばかり。。。。事態事態事態事態がががが長引長引長引長引きききき、、、、観光観光観光観光やややや経経経経
済済済済、、、、学術文化学術文化学術文化学術文化、、、、国民間交流国民間交流国民間交流国民間交流にとってもさらににとってもさらににとってもさらににとってもさらに大大大大きなきなきなきなダメージダメージダメージダメージとなっているとなっているとなっているとなっている。。。。両国両国両国両国のののの硬直硬直硬直硬直したしたしたした
関係関係関係関係をををを打開打開打開打開しししし、、、、平和的平和的平和的平和的、、、、友好的友好的友好的友好的、、、、持続的関係持続的関係持続的関係持続的関係にににに好転好転好転好転させていかなければならないさせていかなければならないさせていかなければならないさせていかなければならない。。。。歴史歴史歴史歴史
的経緯的経緯的経緯的経緯をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、アジアアジアアジアアジアののののゲートウェイゲートウェイゲートウェイゲートウェイをををを自認自認自認自認するするするする当該沖縄県当該沖縄県当該沖縄県当該沖縄県のののの知事知事知事知事だからこそだからこそだからこそだからこそアクションアクションアクションアクション
をををを起起起起こすべきではないかこすべきではないかこすべきではないかこすべきではないか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第５５５５次観光振興計画次観光振興計画次観光振興計画次観光振興計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 目標目標目標目標フレームフレームフレームフレームのののの根拠根拠根拠根拠についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 「「「「10101010年間年間年間年間でででで対応対応対応対応すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題」」」」についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 「「「「多様多様多様多様ななななツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムのののの展開展開展開展開」」」」についてについてについてについて

((((2222)))) フライフライフライフライ＆＆＆＆クルーズクルーズクルーズクルーズについてについてについてについて
　　　　９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会でででで「「「「2011201120112011年年年年よりよりよりより国内国内国内国内クルーズクルーズクルーズクルーズ会社会社会社会社によるによるによるによる運航運航運航運航がががが始始始始まったまったまったまった。。。。2012201220122012年年年年はははは合計合計合計合計８８８８本本本本
がががが実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。座間味座間味座間味座間味、、、、宮古宮古宮古宮古、、、、八重山八重山八重山八重山、、、、与那国与那国与那国与那国へへへへ寄港寄港寄港寄港。。。。離島地域離島地域離島地域離島地域へのへのへのへの誘客誘客誘客誘客につながってにつながってにつながってにつながって
いるいるいるいる」」」」とととと答弁答弁答弁答弁しているしているしているしている。。。。事業効果事業効果事業効果事業効果とととと可能性及可能性及可能性及可能性及びびびび今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび周辺残地周辺残地周辺残地周辺残地のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて

((((1111)))) 日本航空日本航空日本航空日本航空とのとのとのとの民事調停民事調停民事調停民事調停のののの経緯経緯経緯経緯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)))) 初回初回初回初回のののの「「「「下地島空港利活用検討協議会下地島空港利活用検討協議会下地島空港利活用検討協議会下地島空港利活用検討協議会」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、利活用利活用利活用利活用のののの方向性方向性方向性方向性をををを見見見見るためのるためのるためのるための幾幾幾幾つかつかつかつか
のののの検討項目検討項目検討項目検討項目がががが出出出出されされされされ、、、、基礎調査基礎調査基礎調査基礎調査をすることとなったようだがをすることとなったようだがをすることとなったようだがをすることとなったようだが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような作業方針作業方針作業方針作業方針でででで、、、、どこどこどこどこ
までまでまでまで調査調査調査調査がががが進進進進んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー自給率自給率自給率自給率のののの拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けてけてけてけて

((((1111)))) 「「「「目標値目標値目標値目標値のののの抜本見直抜本見直抜本見直抜本見直しししし」」」」にににに向向向向けたけたけたけたエネルギービジョンアクションプランエネルギービジョンアクションプランエネルギービジョンアクションプランエネルギービジョンアクションプランをををを検討検討検討検討しているようだしているようだしているようだしているようだ
がなぜかがなぜかがなぜかがなぜか。。。。目的目的目的目的とととと事業内容事業内容事業内容事業内容をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島におけるにおけるにおけるにおける100100100100％％％％再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー導入導入導入導入のののの工程表設定工程表設定工程表設定工程表設定についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府にににに対対対対してこれまでしてこれまでしてこれまでしてこれまで納付納付納付納付したしたしたした「「「「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」」」」のののの返還返還返還返還をををを要望要望要望要望していることについてしていることについてしていることについてしていることについて見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((4444)))) 学校施設等学校施設等学校施設等学校施設等におけるにおけるにおけるにおける消費電力消費電力消費電力消費電力をををを再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーでででで賄賄賄賄うことについてうことについてうことについてうことについて企画部長企画部長企画部長企画部長にににに伺伺伺伺
うううう。。。。

5555 県立病院事業局県立病院事業局県立病院事業局県立病院事業局

((((1111)))) 「「「「経営再建検証委員会経営再建検証委員会経営再建検証委員会経営再建検証委員会」」」」がががが「「「「経営再建経営再建経営再建経営再建をををを実現実現実現実現したしたしたした」」」」とするとするとするとする報告書報告書報告書報告書をまとめたとのをまとめたとのをまとめたとのをまとめたとのマスコミマスコミマスコミマスコミ報報報報
道道道道があったがあったがあったがあった。。。。これまでこれまでこれまでこれまで懸念懸念懸念懸念されていたされていたされていたされていた「「「「今後今後今後今後もももも持続的経営改善持続的経営改善持続的経営改善持続的経営改善がががが見込見込見込見込めるめるめるめる」」」」とのおとのおとのおとのお墨墨墨墨つきつきつきつき
をををを得得得得ることとなったることとなったることとなったることとなった。。。。病院事業局長病院事業局長病院事業局長病院事業局長とととと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)))) 慢性的慢性的慢性的慢性的なななな医師不足医師不足医師不足医師不足とととと医師育成医師育成医師育成医師育成にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、中部病院中部病院中部病院中部病院をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした指導医師育成拠指導医師育成拠指導医師育成拠指導医師育成拠
点点点点づくりづくりづくりづくり（（（（人員人員人員人員とととと予算予算予算予算））））についてについてについてについて局長局長局長局長とととと知事知事知事知事にににに見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院のののの新築移転経緯新築移転経緯新築移転経緯新築移転経緯とととと医師不足医師不足医師不足医師不足へのへのへのへの対応経過対応経過対応経過対応経過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 福祉保健行政福祉保健行政福祉保健行政福祉保健行政

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける児童虐待問題児童虐待問題児童虐待問題児童虐待問題のののの現状現状現状現状（（（（相談相談相談相談・・・・虐待虐待虐待虐待・・・・ホットラインホットラインホットラインホットライン等等等等々）々）々）々）とととと県県県県のののの対応及対応及対応及対応及びびびび課課課課
題題題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。。。。

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
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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10101010    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 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（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 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米軍人米軍人米軍人米軍人によるによるによるによる事件事件事件事件についてについてについてについて
　　　　夜間外出禁止夜間外出禁止夜間外出禁止夜間外出禁止やややや飲酒禁止等飲酒禁止等飲酒禁止等飲酒禁止等、、、、次次次次々々々々出出出出されるされるされるされる綱紀粛正策綱紀粛正策綱紀粛正策綱紀粛正策のののの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。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練についてについてについてについて
　　　　安全基準安全基準安全基準安全基準をををを守守守守らないらないらないらない協定違反協定違反協定違反協定違反がががが続続続続いているがいているがいているがいているが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、米軍米軍米軍米軍はははは何何何何をををを
改善改善改善改善したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 普天間普天間普天間普天間のののの危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去についてについてについてについて
　　　　日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はどのようにはどのようにはどのようにはどのように捉捉捉捉ええええ、、、、どうどうどうどう解決解決解決解決しようとしているのかしようとしているのかしようとしているのかしようとしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 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
　　　　県内保管県内保管県内保管県内保管についてのについてのについてのについての実態実態実態実態やややや被害状況調査被害状況調査被害状況調査被害状況調査のののの進進進進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)))) 米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる宜野湾市民広場宜野湾市民広場宜野湾市民広場宜野湾市民広場やややや市民駐車場市民駐車場市民駐車場市民駐車場のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖についてについてについてについて

2222 医療行政医療行政医療行政医療行政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のののの役割役割役割役割についてについてについてについて

((((2222)))) 救急車救急車救急車救急車によるによるによるによる患者患者患者患者のののの搬送搬送搬送搬送についてについてについてについて
　　　　昼間昼間昼間昼間、、、、夜間夜間夜間夜間のののの件数件数件数件数、、、、県立県立県立県立とととと民間民間民間民間でのでのでので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。。。。

((((3333)))) 救急車救急車救急車救急車によるによるによるによる救急患者救急患者救急患者救急患者のののの搬送先搬送先搬送先搬送先のののの決定状況決定状況決定状況決定状況についてについてについてについて
　　　　県内県内県内県内とととと全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較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)))) 北部病院圏内北部病院圏内北部病院圏内北部病院圏内やややや離島離島離島離島からのからのからのからの救急患者救急患者救急患者救急患者のののの搬送実績搬送実績搬送実績搬送実績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 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)))) 少子化対策少子化対策少子化対策少子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取取取取りりりり組組組組みとそのみとそのみとそのみとその成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとそのみとそのみとそのみとその成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) 太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電やややや風力発電等風力発電等風力発電等風力発電等のののの普及率普及率普及率普及率とそのとそのとそのとその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。。。。

((((2222)))) 自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの活用推進活用推進活用推進活用推進についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの再資源化再資源化再資源化再資源化についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策についてについてについてについて

((((1111)))) 危険交差点危険交差点危険交差点危険交差点のののの改良改良改良改良についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道のののの設置基準設置基準設置基準設置基準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 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 観光客誘客観光客誘客観光客誘客観光客誘客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についてについてについてについて
　　　　県県県県、、、、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、、、、そのそのそのその他他他他のののの取取取取りりりり組組組組みについてそのみについてそのみについてそのみについてその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。。。。

((((2222)))) 海外事務所海外事務所海外事務所海外事務所のののの活動状況活動状況活動状況活動状況、、、、体制体制体制体制についてそのについてそのについてそのについてその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)))) 観光振興地域観光振興地域観光振興地域観光振興地域としてのとしてのとしてのとしての宜野湾西海岸地域宜野湾西海岸地域宜野湾西海岸地域宜野湾西海岸地域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伺伺伺伺うううう。。。。

7777 省庁等派遣研修事業省庁等派遣研修事業省庁等派遣研修事業省庁等派遣研修事業についてについてについてについて

((((1111)))) 省庁省庁省庁省庁やややや財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会へのへのへのへの県県県県からのからのからのからの派遣実績派遣実績派遣実績派遣実績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)))) 財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会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取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 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10101010    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 新田新田新田新田　　　　宜明宜明宜明宜明（（（（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 自治体外交自治体外交自治体外交自治体外交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（（（（中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国中華人民共和国））））にににに習近平総書記習近平総書記習近平総書記習近平総書記がががが誕生誕生誕生誕生しししし、、、、新体制新体制新体制新体制ができたができたができたができた。。。。福建省福建省福建省福建省のののの省長経験省長経験省長経験省長経験
者者者者とととと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄とととと福建省福建省福建省福建省はゆかりのはゆかりのはゆかりのはゆかりの地地地地でありでありでありであり、、、、民間外交民間外交民間外交民間外交、、、、特特特特にににに自治体外交自治体外交自治体外交自治体外交によってきによってきによってきによってき
なななな臭臭臭臭いいいい現状現状現状現状をををを打開打開打開打開するのにするのにするのにするのに有効有効有効有効だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。知事知事知事知事はははは、、、、中国中国中国中国のののの国家主席国家主席国家主席国家主席であるであるであるである習近平総書習近平総書習近平総書習近平総書
記記記記とととと接見接見接見接見しししし、、、、文化文化文化文化、、、、教育教育教育教育、、、、経済経済経済経済などのなどのなどのなどの琉中交流促進琉中交流促進琉中交流促進琉中交流促進をををを図図図図ったらどうかとったらどうかとったらどうかとったらどうかと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事のののの
所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 去去去去るるるる11111111月月月月22222222日日日日にににに、、、、琉球王朝時代琉球王朝時代琉球王朝時代琉球王朝時代のののの冊封料理冊封料理冊封料理冊封料理がががが中国中国中国中国のののの研究者研究者研究者研究者とととと料理人料理人料理人料理人のののの手手手手でででで初初初初めてめてめてめて復元復元復元復元
されたというされたというされたというされたという報道報道報道報道があったがあったがあったがあった。。。。早速早速早速早速、、、、知事知事知事知事はははは中国蘇州市中国蘇州市中国蘇州市中国蘇州市をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、このこのこのこの復元復元復元復元されたされたされたされた冊封料理冊封料理冊封料理冊封料理
をををを沖縄沖縄沖縄沖縄でででで再現再現再現再現させさせさせさせ、、、、琉球琉球琉球琉球のののの食文化食文化食文化食文化としてとしてとしてとして活用活用活用活用したらどうかしたらどうかしたらどうかしたらどうか。。。。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)))) 国連機関国連機関国連機関国連機関でででで沖縄問題沖縄問題沖縄問題沖縄問題をををを訴訴訴訴えるえるえるえる機会機会機会機会をををを模索模索模索模索したらどうかしたらどうかしたらどうかしたらどうか、、、、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。。。。

2222 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて
　　　　公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供するするするする自治体自治体自治体自治体はははは、、、、自治体自治体自治体自治体がががが発注発注発注発注するするするする事業事業事業事業によってによってによってによって、、、、そこにそこにそこにそこに働働働働くくくく労働者労働者労働者労働者のののの
生活権生活権生活権生活権をををを守守守守りりりり保障保障保障保障すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるえるえるえる。。。。よってよってよってよって、、、、以下以下以下以下のののの件件件件についてただすについてただすについてただすについてただす。。。。

((((1111)))) 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例はははは、、、、憲法憲法憲法憲法、、、、そのそのそのその他法令等他法令等他法令等他法令等にににに違反違反違反違反するするするする条例条例条例条例ととと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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例でででで最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金をををを決決決決めることはめることはめることはめることは、、、、最低賃金法最低賃金法最低賃金法最低賃金法にににに違反違反違反違反するとするとするとす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うううう。。。。

((((3333)))) 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例はははは自治体自治体自治体自治体のののの条例制定権条例制定権条例制定権条例制定権をををを逸脱逸脱逸脱逸脱しないものとしないものとしないものとしないものと理解理解理解理解しているがしているがしているがしているが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例はははは「「「「最少最少最少最少のののの経費経費経費経費でででで最大最大最大最大のののの効果効果効果効果」」」」をををを上上上上げるげるげるげる地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法149149149149条条条条のののの２２２２項項項項のののの原則原則原則原則にににに反反反反
しないとしないとしないとしないと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例のののの施行施行施行施行によってによってによってによって財政負担財政負担財政負担財政負担がふえるとがふえるとがふえるとがふえ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、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府がががが進進進進めているめているめているめている「「「「生活支援戦略生活支援戦略生活支援戦略生活支援戦略」」」」のののの制度趣旨制度趣旨制度趣旨制度趣旨はどのようなはどのようなはどのようなはどのような内容内容内容内容かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策とのとのとのとの関連関連関連関連ではではではでは、、、、政府政府政府政府がががが進進進進めているめているめているめている「「「「生活支援戦略生活支援戦略生活支援戦略生活支援戦略」」」」をどのようにをどのようにをどのようにをどのように位置位置位置位置づけるづけるづけるづける
考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 台風台風台風台風16161616、、、、17171717号号号号にににに対対対対するするするする農業共済金農業共済金農業共済金農業共済金のののの支払支払支払支払いいいい額額額額をををを品目品目品目品目ごとにごとにごとにごとに伺伺伺伺うううう。。。。

5555 交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内自治体県内自治体県内自治体県内自治体からのからのからのからの信号機設置申請信号機設置申請信号機設置申請信号機設置申請のののの状況状況状況状況とととと既設置済既設置済既設置済既設置済みみみみ、、、、今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 道路新設時道路新設時道路新設時道路新設時にににに信号機設置信号機設置信号機設置信号機設置をををを同時同時同時同時にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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10101010    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 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)))) 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のののの強行配備強行配備強行配備強行配備はははは沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの命命命命、、、、安全安全安全安全をををを軽視軽視軽視軽視するするするする行為行為行為行為
であるであるであるである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 不平等不平等不平等不平等なななな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抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しをしをしをしを行行行行おうとしないのはおうとしないのはおうとしないのはおうとしないのは、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府によるによるによるによる沖縄差別沖縄差別沖縄差別沖縄差別
であるであるであるである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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のののの実現実現実現実現はははは、、、、日本安保条約日本安保条約日本安保条約日本安保条約にににに縛縛縛縛られているられているられているられている間間間間はははは絵絵絵絵にににに描描描描いたいたいたいた餅餅餅餅とならないかとならないかとならないかとならないか
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)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しについてしについてしについてしについて

ｱｱｱｱ 平成平成平成平成12121212年年年年８８８８月月月月にににに県県県県がががが要請要請要請要請したしたしたした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とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 要請後要請後要請後要請後、、、、改善改善改善改善がががが行行行行われたわれたわれたわれた項目項目項目項目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 県県県県がががが平成平成平成平成15151515年年年年にににに行行行行ったったったった「「「「全国行動全国行動全国行動全国行動プランプランプランプラン」」」」によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの成果成果成果成果とととと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のののの日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会でででで合意合意合意合意したしたしたした安全確保策安全確保策安全確保策安全確保策のののの合意違反合意違反合意違反合意違反のののの実態実態実態実態とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから海外海外海外海外へのへのへのへの観光客数観光客数観光客数観光客数のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄とととと台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの経済経済経済経済・・・・文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ等等等等、、、、交流交流交流交流のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 台湾台湾台湾台湾からからからから日本日本日本日本へのへのへのへの修学旅行先修学旅行先修学旅行先修学旅行先のののの現状現状現状現状とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 尖閣問題以降尖閣問題以降尖閣問題以降尖閣問題以降のののの中国中国中国中国、、、、台湾等台湾等台湾等台湾等からのからのからのからの観光客数観光客数観光客数観光客数のののの動向動向動向動向とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 年間年間年間年間のののの観光観光観光観光バスバスバスバスのののの需要需要需要需要とととと供給供給供給供給のののの現状現状現状現状とととと不足時不足時不足時不足時のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 防災行政防災行政防災行政防災行政についてについてについてについて

((((1111)))) 防災的見地防災的見地防災的見地防災的見地からからからから、、、、津波津波津波津波からからからから身身身身をををを守守守守るにはどれだけのるにはどれだけのるにはどれだけのるにはどれだけの高高高高さにさにさにさに避難避難避難避難するするするする必要必要必要必要があるかがあるかがあるかがあるか見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの有人島有人島有人島有人島のうちのうちのうちのうち、、、、津波時津波時津波時津波時のののの避難場所避難場所避難場所避難場所がないがないがないがない島島島島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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 避難場所避難場所避難場所避難場所のないのないのないのない離島離島離島離島にににに早急早急早急早急にににに展望台等兼用展望台等兼用展望台等兼用展望台等兼用のののの建物建物建物建物をつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 沖縄県組織沖縄県組織沖縄県組織沖縄県組織ビジョンビジョンビジョンビジョン（（（（案案案案））））についてについてについてについて

((((1111)))) 組織組織組織組織ビジョンビジョンビジョンビジョン（（（（案案案案））））作成作成作成作成にににに至至至至るるるる概要概要概要概要とととと経緯経緯経緯経緯をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 組織組織組織組織ビジョンビジョンビジョンビジョンにおいてにおいてにおいてにおいて示示示示すすすす、、、、目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき組織像組織像組織像組織像のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 職員採用職員採用職員採用職員採用のののの見直見直見直見直しでしでしでしで高卒及高卒及高卒及高卒及びびびび大卒大卒大卒大卒のののの採用割合採用割合採用割合採用割合、、、、並並並並びにびにびにびに採用職種採用職種採用職種採用職種をををを見直見直見直見直すとしているすとしているすとしているすとしている
がががが、、、、現行現行現行現行とどうとどうとどうとどう変変変変わるのかわるのかわるのかわるのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 公安行政公安行政公安行政公安行政についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍基地外米軍基地外米軍基地外米軍基地外のののの県警県警県警県警とととと米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる共同巡回共同巡回共同巡回共同巡回についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2011201120112011年年年年のののの中学生刑法犯全国一中学生刑法犯全国一中学生刑法犯全国一中学生刑法犯全国一のののの概要概要概要概要とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 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)))) 2011201120112011年年年年のののの中学生刑法犯全国一中学生刑法犯全国一中学生刑法犯全国一中学生刑法犯全国一のののの原因原因原因原因とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 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


