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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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　安弘安弘安弘安弘（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 安全保障安全保障安全保障安全保障とととと基地対策基地対策基地対策基地対策についてについてについてについて

((((1111)))) 地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課のののの今後今後今後今後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題でででで、、、、不測不測不測不測のののの事態事態事態事態がががが生生生生じたときにじたときにじたときにじたときに本県本県本県本県にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす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)))) 国国国国はははは、、、、南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島へのへのへのへの防衛力強化方針防衛力強化方針防衛力強化方針防衛力強化方針をををを打打打打ちちちち出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、現在現在現在現在のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、今後今後今後今後どのどのどのどの
ようなようなようなような方向方向方向方向にににに進進進進むとむとむとむと予想予想予想予想されるかされるかされるかされるか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと教育教育教育教育についてについてについてについて

((((1111)))) 万国津梁人材育成基金万国津梁人材育成基金万国津梁人材育成基金万国津梁人材育成基金のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国外国外国外国外へのへのへのへの留学生派遣事業留学生派遣事業留学生派遣事業留学生派遣事業についてのについてのについてのについての実績実績実績実績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)))) 離島町村学生離島町村学生離島町村学生離島町村学生のののの宿舎整備宿舎整備宿舎整備宿舎整備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状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度のののの活用状況活用状況活用状況活用状況とととと返還状況返還状況返還状況返還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。。。。

3333 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)))) 農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業ののの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)))) 日本日本日本日本とととと台湾台湾台湾台湾のののの漁業交渉漁業交渉漁業交渉漁業交渉についてについてについてについて

((((3333)))) 青年就農給付金事業青年就農給付金事業青年就農給付金事業青年就農給付金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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける被災者支援被災者支援被災者支援被災者支援についてについてについてについて

((((1111)))) 福島福島福島福島のののの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの受受受受けけけけ入入入入れれれれ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。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県へへへへ避難避難避難避難してきたしてきたしてきたしてきた人人人人たちへのたちへのたちへのたちへ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。。。。

5555 国道国道国道国道、、、、県道県道県道県道のののの植栽植栽植栽植栽とととと除草除草除草除草についてについてについてについて

((((1111)))) 国道国道国道国道とととと県道県道県道県道のののの植栽植栽植栽植栽（（（（街路樹等街路樹等街路樹等街路樹等））））のののの管理管理管理管理やややや除草除草除草除草にににに関関関関するするするする課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町へのへのへのへの県営住宅建設計画県営住宅建設計画県営住宅建設計画県営住宅建設計画についてについてについてについて

((((1111)))) 旧東風平町旧東風平町旧東風平町旧東風平町とのとのとのとの間間間間でででで、、、、伊覇地区伊覇地区伊覇地区伊覇地区にににに県営住宅建設県営住宅建設県営住宅建設県営住宅建設のののの計画計画計画計画がなされたががなされたががなされたががなされたが、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを
伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 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 農業振興農業振興農業振興農業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風とととと塩害被害塩害被害塩害被害塩害被害のののの農作物支援農作物支援農作物支援農作物支援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28282828日日日日からからからから29292929日日日日にににに襲来襲来襲来襲来したしたしたした台風台風台風台風17171717号号号号のののの通過後通過後通過後通過後、、、、雨雨雨雨がががが降降降降らずらずらずらず、、、、10101010月月月月にににに収穫開始予収穫開始予収穫開始予収穫開始予
定定定定だっただっただっただった八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町ののののピーマンピーマンピーマンピーマンはははは９９９９割割割割、、、、12121212月月月月にににに出荷出荷出荷出荷ののののピークピークピークピークをををを迎迎迎迎えるえるえるえる菊菊菊菊はははは８８８８割割割割がががが塩害塩害塩害塩害でででで壊壊壊壊
滅状態滅状態滅状態滅状態にありましたにありましたにありましたにありました。。。。再生産再生産再生産再生産にににに向向向向けたけたけたけた苗苗苗苗のののの調達調達調達調達もももも難難難難しいとしいとしいとしいと言言言言われていたがわれていたがわれていたがわれていたが、、、、そのそのそのその後後後後のののの支援支援支援支援
策策策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。。。。

((((2222)))) 被災被災被災被災したしたしたした農業用施設農業用施設農業用施設農業用施設ののの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
　　　　具志頭地区具志頭地区具志頭地区具志頭地区ののののピーマンピーマンピーマンピーマン団地団地団地団地のののの施設施設施設施設（（（（ハウスハウスハウスハウス））））はははは、、、、台風台風台風台風によるによるによるによる施設本体施設本体施設本体施設本体のののの被害被害被害被害はなかったはなかったはなかったはなかった
がががが、、、、内部内部内部内部のののの附帯施設附帯施設附帯施設附帯施設にににに被害被害被害被害があったがあったがあったがあった。。。。附帯施設附帯施設附帯施設附帯施設はははは、、、、農業共済農業共済農業共済農業共済のののの補償対象外補償対象外補償対象外補償対象外とされとされとされとされ、、、、農業農業農業農業
関係者関係者関係者関係者からはからはからはからは不満不満不満不満がががが出出出出ていたていたていたていた。。。。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としてとしてとしてとして、、、、附帯施設附帯施設附帯施設附帯施設のののの強化強化強化強化とととと共済共済共済共済のののの補償補償補償補償
対象対象対象対象にするべきとにするべきとにするべきとにするべきと思思思思うがうがうがうが、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 南風原中央線南風原中央線南風原中央線南風原中央線のののの整備状況整備状況整備状況整備状況についてについてについてについて
　　　　南風原中央線南風原中央線南風原中央線南風原中央線はははは南風原町喜屋武南風原町喜屋武南風原町喜屋武南風原町喜屋武からからからから兼城兼城兼城兼城にににに至至至至るるるる延長延長延長延長1111....3333キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルのののの路線路線路線路線でででで、、、、町内町内町内町内
のののの中心地区中心地区中心地区中心地区をををを通過通過通過通過するするするする重要重要重要重要なななな幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路でありますでありますでありますであります。。。。本路線本路線本路線本路線はははは平成平成平成平成12121212年度年度年度年度にににに事業着手事業着手事業着手事業着手しししし
てからてからてからてから12121212年年年年もももも経過経過経過経過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遅遅遅遅々々々々とととと進進進進まずまずまずまず、、、、早期整備早期整備早期整備早期整備がががが求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。よってよってよってよって、、、、
今後今後今後今後のののの整備計画整備計画整備計画整備計画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)))) 国道国道国道国道507507507507号号号号のののの整備状況整備状況整備状況整備状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 津嘉山津嘉山津嘉山津嘉山バイパスバイパスバイパスバイパスのののの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
　　　　国道国道国道国道507507507507号号号号はははは、、、、那覇市仲井真那覇市仲井真那覇市仲井真那覇市仲井真からからからから八重瀬町具志頭八重瀬町具志頭八重瀬町具志頭八重瀬町具志頭にににに至至至至るるるる道路道路道路道路でででで地元地元地元地元からからからから早期整備早期整備早期整備早期整備がががが
大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待されているところですされているところですされているところですされているところです。。。。このうちこのうちこのうちこのうち、、、、平成平成平成平成２２２２年度年度年度年度からからからから事業事業事業事業がががが進進進進められてきためられてきためられてきためられてきた津嘉津嘉津嘉津嘉
山山山山バイパスバイパスバイパスバイパスはははは、、、、道路整備道路整備道路整備道路整備にににに合合合合わせてわせてわせてわせて沿道沿沿道沿沿道沿沿道沿いのいのいのいの開発開発開発開発もももも進進進進みみみみ、、、、道路周辺道路周辺道路周辺道路周辺はははは見違見違見違見違えるようえるようえるようえるよう
なななな発展発展発展発展をををを遂遂遂遂げていますげていますげていますげています。。。。現在現在現在現在、、、、工事工事工事工事もももも最終段階最終段階最終段階最終段階にににに来来来来ているようですがているようですがているようですがているようですが、、、、全線供用開始全線供用開始全線供用開始全線供用開始がががが
いつごろになるかおいつごろになるかおいつごろになるかおいつごろになるかお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 八重瀬道路八重瀬道路八重瀬道路八重瀬道路のののの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
　　　　津嘉山津嘉山津嘉山津嘉山バイパスバイパスバイパスバイパスのののの終点終点終点終点のののの東風平三差路東風平三差路東風平三差路東風平三差路からからからから具志頭具志頭具志頭具志頭へのへのへのへの道路道路道路道路はははは八重瀬道路八重瀬道路八重瀬道路八重瀬道路としてとしてとしてとして４４４４車車車車
線拡幅事業線拡幅事業線拡幅事業線拡幅事業にににに着手着手着手着手しししし、、、、用地買収用地買収用地買収用地買収もももも進進進進められているところですめられているところですめられているところですめられているところです。。。。八重瀬町内八重瀬町内八重瀬町内八重瀬町内のののの原道原道原道原道もももも幅員幅員幅員幅員
がががが狭狭狭狭くくくく、、、、通学路通学路通学路通学路にもなっていますのでにもなっていますのでにもなっていますのでにもなっていますので、、、、早期整備早期整備早期整備早期整備がががが求求求求められておりますがめられておりますがめられておりますがめられておりますが、、、、今後今後今後今後のののの整備整備整備整備
予定予定予定予定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)))) 那覇糸満線那覇糸満線那覇糸満線那覇糸満線バイパスバイパスバイパスバイパスののりののりののりののり面対策面対策面対策面対策についてについてについてについて
　　　　県道那覇糸満線県道那覇糸満線県道那覇糸満線県道那覇糸満線バイパスバイパスバイパスバイパスのののの八重瀬町外間付近八重瀬町外間付近八重瀬町外間付近八重瀬町外間付近のののの道路道路道路道路のりのりのりのり面面面面はははは、、、、大雨大雨大雨大雨によりこれまでによりこれまでによりこれまでによりこれまで数数数数
回崩壊回崩壊回崩壊回崩壊しておりしておりしておりしており、、、、通行人通行人通行人通行人やややや車両車両車両車両にににに被害被害被害被害がががが出出出出ないかないかないかないか危惧危惧危惧危惧しておりますしておりますしておりますしております。。。。被害被害被害被害をををを未然未然未然未然にににに防止防止防止防止
するするするする必要必要必要必要がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 環境生活行政環境生活行政環境生活行政環境生活行政についてについてについてについて

((((1111)))) 水道広域化水道広域化水道広域化水道広域化についてについてについてについて
　　　　平成平成平成平成23232323年年年年11111111月定例会月定例会月定例会月定例会におけるにおけるにおけるにおける本員本員本員本員のののの質問質問質問質問においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「慢性的慢性的慢性的慢性的なななな渇水渇水渇水渇水にににに悩悩悩悩むむむむ座間味村座間味村座間味村座間味村
などなどなどなど離島離島離島離島６６６６村村村村がががが県県県県にににに対対対対しししし、、、、広域化広域化広域化広域化などなどなどなど水道事業水道事業水道事業水道事業のののの格差是正格差是正格差是正格差是正をををを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、今後今後今後今後どのようどのようどのようどのよう
にににに取取取取りりりり組組組組んでいくかんでいくかんでいくかんでいくか」」」」というようなことをおというようなことをおというようなことをおというようなことをお聞聞聞聞きいたしましたがきいたしましたがきいたしましたがきいたしましたが、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの知事答弁知事答弁知事答弁知事答弁はははは、「、「、「、「平平平平
成成成成24242424年度年度年度年度からからからから25252525年度年度年度年度にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして、、、、座間味村等座間味村等座間味村等座間味村等のののの本島周辺離島本島周辺離島本島周辺離島本島周辺離島においてにおいてにおいてにおいて水道広域化水道広域化水道広域化水道広域化にににに
向向向向けたけたけたけた調査事業調査事業調査事業調査事業をををを実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定」」」」であるというようなことでありましたであるというようなことでありましたであるというようなことでありましたであるというようなことでありました。。。。離島自治体離島自治体離島自治体離島自治体からはからはからはからは
早期早期早期早期のののの水道広域化水道広域化水道広域化水道広域化がががが求求求求められておりますがめられておりますがめられておりますがめられておりますが、、、、そのそのそのその後後後後のののの進進進進状況状況状況状況をおをおをおをお聞聞聞聞かせかせかせかせ願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 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行政行政行政行政についてについてについてについて
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((((1111)))) 沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力((((ジマジマジマジマ))))のののの振興振興振興振興・・・・発展発展発展発展についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄にはにはにはには独自独自独自独自のののの伝統伝統伝統伝統をををを持持持持つつつつ角力角力角力角力((((ジマジマジマジマ))))がありますがありますがありますがあります。。。。現在現在現在現在でもでもでもでも本県本県本県本県ではではではでは大人気大人気大人気大人気のののの格闘技格闘技格闘技格闘技
でででで年中年中年中年中をををを通通通通してしてしてして各地域各地域各地域各地域でででで多多多多くのくのくのくの大会大会大会大会がががが開催開催開催開催されていますされていますされていますされています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力のののの振興振興振興振興・・・・発発発発
展展展展をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図るかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力((((ジマジマジマジマ))))のののの土俵土俵土俵土俵はははは、、、、直径直径直径直径７７７７メートルメートルメートルメートルのののの円円円円、、、、またはまたはまたはまたは四角四角四角四角のののの中中中中にににに砂砂砂砂かおがくずをまいてかおがくずをまいてかおがくずをまいてかおがくずをまいて
土俵土俵土俵土俵をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、そのそのそのその中中中中でででで競競競競いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、大会大会大会大会がががが催催催催されるされるされるされる屋外屋外屋外屋外でででで、、、、観客観客観客観客もももも地地地地べたにべたにべたにべたに座座座座るるるる
かかかか立立立立ってってってって観戦観戦観戦観戦をしていますをしていますをしていますをしています。。。。またまたまたまた、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ればればればれば大会大会大会大会はははは中止中止中止中止かかかか順延順延順延順延になりますになりますになりますになります。。。。そのようなそのようなそのようなそのような
状況状況状況状況でででで本当本当本当本当にににに沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力((((シマシマシマシマ))))のののの振興振興振興振興がががが図図図図られるかられるかられるかられるか疑問疑問疑問疑問をををを抱抱抱抱くものでありますくものでありますくものでありますくものであります。。。。建設建設建設建設がががが予予予予
定定定定されているされているされているされている空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館（（（（仮称仮称仮称仮称））））とととと併設併設併設併設でででで屋内競技場屋内競技場屋内競技場屋内競技場のののの建設建設建設建設とととと知事杯知事杯知事杯知事杯をををを創設創設創設創設してしてしてして振興振興振興振興・・・・
発展発展発展発展をををを図図図図るべきとるべきとるべきとるべきと思思思思うがうがうがうが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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（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 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)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地・・・・普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの騒音騒音騒音騒音についてについてについてについて

((((2222)))) 米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故についてについてについてについて、、、、県民県民県民県民のののの生命生命生命生命とととと安全安全安全安全をををを守守守守るるるる立場立場立場立場のののの県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えていえていえていえてい
るかるかるかるか。。。。

((((3333)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府ののののワーキングチームワーキングチームワーキングチームワーキングチーム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

((((4444)))) 司令官司令官司令官司令官・・・・上司上司上司上司によるによるによるによる監督責任監督責任監督責任監督責任についてについてについてについて

2222 沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業についてについてについてについて

((((1111)))) 背景背景背景背景・・・・現状現状現状現状についてについてについてについて

((((2222)))) 事業概要事業概要事業概要事業概要についてについてについてについて

((((3333)))) 事業内容事業内容事業内容事業内容・・・・経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて

((((4444)))) 期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果についてについてについてについて

((((5555)))) 事業事業事業事業スキームスキームスキームスキームについてについてについてについて

((((6666)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績についてについてについてについて

3333 教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会についてについてについてについて

((((1111)))) 生活保護世帯対象生活保護世帯対象生活保護世帯対象生活保護世帯対象のののの無料塾無料塾無料塾無料塾についてについてについてについて
　　　　平成平成平成平成23232323年度年度年度年度にににに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子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした無料無料無料無料のののの学習塾学習塾学習塾学習塾でででで学学学学ぶぶぶぶ制度制度制度制度についについについについ
てててて教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 塾塾塾塾はははは経済的経済的経済的経済的なななな理由理由理由理由などからなどからなどからなどから進学進学進学進学をあきらめるをあきらめるをあきらめるをあきらめる場合場合場合場合がががが多多多多いいいい保護世帯保護世帯保護世帯保護世帯のののの子供子供子供子供にににに自信自信自信自信をつけさをつけさをつけさをつけさ
せてせてせてせて就労就労就労就労にもつなげていこうとにもつなげていこうとにもつなげていこうとにもつなげていこうと、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの全額補助全額補助全額補助全額補助メニューメニューメニューメニューとしてとしてとしてとして（（（（子供健全教育支子供健全教育支子供健全教育支子供健全教育支
援事業援事業援事業援事業））））をををを活用活用活用活用。。。。学習支援学習支援学習支援学習支援にににに取取取取りりりり組組組組むむむむＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人エンカレッジエンカレッジエンカレッジエンカレッジにそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれ塾運営塾運営塾運営塾運営をををを委託委託委託委託しししし
たたたた。。。。嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町とととと那覇市那覇市那覇市那覇市でででで始始始始まったそのまったそのまったそのまったその成果成果成果成果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とととと県教育委員長県教育委員長県教育委員長県教育委員長のののの見解見解見解見解をををを求求求求
めるめるめるめる。。。。

((((3333)))) 教職員教職員教職員教職員によるによるによるによる長期的長期的長期的長期的なななな休暇休暇休暇休暇・・・・短期的短期的短期的短期的なななな休暇休暇休暇休暇についてについてについてについて、、、、そのそのそのその内訳内訳内訳内訳とととと臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員によるによるによるによる対応対応対応対応とととと
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)))) 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてのこれまでのについてのこれまでのについてのこれまでのについてのこれまでの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

((((2222)))) 子供医療現物給付制度子供医療現物給付制度子供医療現物給付制度子供医療現物給付制度についてについてについてについて

((((3333)))) 全国全国全国全国のののの現物給付制度現物給付制度現物給付制度現物給付制度をををを導入導入導入導入しているしているしているしている都道府県都道府県都道府県都道府県についてについてについてについて（（（（またはそのまたはそのまたはそのまたはその制度制度制度制度にににに近近近近いいいい制度制度制度制度をををを
導入導入導入導入しているしているしているしている都道府県都道府県都道府県都道府県））））

((((4444)))) 子供医療費子供医療費子供医療費子供医療費のののの自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いについていについていについていについて

5555 防音工事防音工事防音工事防音工事についてについてについてについて

((((1111)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの防音工事入札防音工事入札防音工事入札防音工事入札についてについてについてについて

((((2222)))) 告示日告示日告示日告示日のののの見直見直見直見直しししし（（（（撤廃撤廃撤廃撤廃））））についてについてについてについて

((((3333)))) 現在現在現在現在ＷＷＷＷ値値値値（（（（うるささうるささうるささうるささ指数指数指数指数））））騒音騒音騒音騒音をををを85858585からからからから75757575にににに引引引引きききき下下下下げることはできないかげることはできないかげることはできないかげることはできないか。。。。

((((4444)))) 防音工事防音工事防音工事防音工事のののの申請書申請書申請書申請書またはまたはまたはまたは取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて

6666 防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策についてについてについてについて

((((1111)))) 140140140140万県民万県民万県民万県民のののの安全対策安全対策安全対策安全対策（（（（防犯対策防犯対策防犯対策防犯対策・・・・交通事故対策交通事故対策交通事故対策交通事故対策））））についてについてについてについて
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((((2222)))) 防犯防犯防犯防犯カメラカメラカメラカメラのののの設置設置設置設置についてについてについてについて
　　　　犯罪犯罪犯罪犯罪のののの抑止抑止抑止抑止やややや犯罪捜査犯罪捜査犯罪捜査犯罪捜査をををを行行行行うううう上上上上でででで防犯防犯防犯防犯カメラカメラカメラカメラにににに一定一定一定一定のののの効果効果効果効果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、、、、今後警察今後警察今後警察今後警察にににに
おいてそのおいてそのおいてそのおいてその設置数設置数設置数設置数をふやしたりをふやしたりをふやしたりをふやしたり、、、、商店街等商店街等商店街等商店街等のののの地域住民地域住民地域住民地域住民のののの安全安全安全安全をををを守守守守るるるる立場立場立場立場からからからから支援支援支援支援はできはできはできはでき
ないかないかないかないか。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの全全全全てのてのてのてのタクシータクシータクシータクシーにににに防犯用防犯用防犯用防犯用カメラカメラカメラカメラをををを設置設置設置設置できないかできないかできないかできないか。（。（。（。（一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金にてにてにてにて））））

((((4444)))) 緊急配備支援緊急配備支援緊急配備支援緊急配備支援システムシステムシステムシステムのののの整備状況整備状況整備状況整備状況とそのとそのとそのとそ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

((((5555)))) 台風等停電台風等停電台風等停電台風等停電によるによるによるによる信号機信号機信号機信号機をををを太陽光太陽光太陽光太陽光（（（（風力発電風力発電風力発電風力発電））））でのでのでのでの設置設置設置設置についてについてについてについて

((((6666)))) 横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道のののの整備整備整備整備（（（（白線帯白線帯白線帯白線帯））））についてについてについてについて

7777 道路使用許可道路使用許可道路使用許可道路使用許可についてについてについてについて

((((1111)))) 街宣活動車街宣活動車街宣活動車街宣活動車のののの道路使用期間道路使用期間道路使用期間道路使用期間についてについてについてについて

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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 産業産業産業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((((本部港本部港本部港本部港へのへのへのへの東京東京東京東京・・・・大阪航路大阪航路大阪航路大阪航路のののの運航運航運航運航))))

((((1111)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの産業振興産業振興産業振興産業振興についてについてについてについて、、、、流通流通流通流通コストコストコストコスト軽減軽減軽減軽減がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、本部港本部港本部港本部港へへへへ東京東京東京東京・・・・大阪航路大阪航路大阪航路大阪航路
のののの定期運行定期運行定期運行定期運行がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。実証試験等運航実証試験等運航実証試験等運航実証試験等運航ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金やややや県土県土県土県土のののの均衡均衡均衡均衡あるあるあるある発展発展発展発展をををを図図図図るるるる観点観点観点観点からからからから新新新新たにたにたにたに創設創設創設創設されたされたされたされた、、、、沖縄北部連携促沖縄北部連携促沖縄北部連携促沖縄北部連携促
進特別振興事業費等進特別振興事業費等進特別振興事業費等進特別振興事業費等のののの活用活用活用活用がががが可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、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ますいますいますいます。。。。

2222 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの医療医療医療医療のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて
　　　　北部北部北部北部11111111万人万人万人万人のののの医療圏医療圏医療圏医療圏、、、、沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島のののの２２２２分分分分のののの１１１１のののの面積面積面積面積をををを有有有有するするするする北部北部北部北部にはにはにはには県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院・・・・医師医師医師医師
会立病院会立病院会立病院会立病院のののの２２２２つのつのつのつの中規模病院中規模病院中規模病院中規模病院があるががあるががあるががあるが、、、、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にににに陥陥陥陥っておりっておりっておりっており、、、、両病院両病院両病院両病院ともともともとも200200200200床床床床
規模規模規模規模でででで、、、、中途半端中途半端中途半端中途半端でででで地域住民地域住民地域住民地域住民ののののニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えられていないえられていないえられていないえられていない現状現状現状現状にあるにあるにあるにある。。。。このようなこのようなこのようなこのような現実現実現実現実をををを踏踏踏踏
まえまえまえまえ、、、、以下以下以下以下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。。。。

((((1111)))) 産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科やややや小児科等小児科等小児科等小児科等のののの医師医師医師医師やややや看護師看護師看護師看護師のののの確保等確保等確保等確保等をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えておりますかえておりますかえておりますかえておりますか。。。。

((((2222)))) 病院病院病院病院のののの救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制をどのようにをどのようにをどのようにをどのように整整整整えるかえるかえるかえるか。。。。またまたまたまた、、、、ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ運航運航運航運航についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの医療計画策定医療計画策定医療計画策定医療計画策定にににに向向向向けけけけ医師会医師会医師会医師会とととと意見交換等意見交換等意見交換等意見交換等がががが必要必要必要必要とととと思思思思うがどううがどううがどううがどう考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。

((((4444)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの住民住民住民住民がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすためらすためらすためらすため、、、、県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院とととと医師会立病院医師会立病院医師会立病院医師会立病院でででで機能機能機能機能がががが分散分散分散分散ささささ
れれれれ、、、、悪循環悪循環悪循環悪循環にににに陥陥陥陥っているようにっているようにっているようにっているように思思思思われるわれるわれるわれる。。。。両病院両病院両病院両病院をををを統合統合統合統合しししし、、、、規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大をををを図図図図りりりり地域地域地域地域のののの基幹病基幹病基幹病基幹病
院院院院としてとしてとしてとして整備整備整備整備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、、、、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ますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 医師確保医師確保医師確保医師確保のためのためのためのため、、、、医師育成医師育成医師育成医師育成はははは重要重要重要重要でありでありでありであり琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学のののの機能強化機能強化機能強化機能強化とととと連携連携連携連携がががが必要必要必要必要とととと思思思思うううう。。。。琉大琉大琉大琉大
病院病院病院病院のののの建建建建てかえをてかえをてかえをてかえを検討検討検討検討しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞くがくがくがくが県県県県としてどうとしてどうとしてどうとしてどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

3333 高校再編高校再編高校再編高校再編についてについてについてについて
　　　　沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに教育格差教育格差教育格差教育格差がががが絶対絶対絶対絶対ににあってはならないににあってはならないににあってはならないににあってはならない。。。。ひとしくひとしくひとしくひとしく平等平等平等平等にににに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あるはずであるがあるはずであるがあるはずであるがあるはずである。。。。本部高校本部高校本部高校本部高校についてはについてはについてはについては、、、、県立県立県立県立でありながらでありながらでありながらでありながら本部町本部町本部町本部町がががが、、、、生徒生徒生徒生徒のののの学力向上学力向上学力向上学力向上
のためのためのためのため学習塾学習塾学習塾学習塾をををを開設開設開設開設するなどするなどするなどするなど、、、、地域地域地域地域、ＰＴＡ、、ＰＴＡ、、ＰＴＡ、、ＰＴＡ、学校現場等学校現場等学校現場等学校現場等、、、、存続存続存続存続にににに向向向向けけけけ日日日日々々々々努力努力努力努力しているとこしているとこしているとこしているとこ
ろでありますろでありますろでありますろであります。。。。県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会としてもとしてもとしてもとしても学校学校学校学校のののの統合統合統合統合やややや廃校廃校廃校廃校がががが目的目的目的目的ではなくではなくではなくではなく生徒数生徒数生徒数生徒数やややや教育環境教育環境教育環境教育環境
等等等等をををを改善改善改善改善しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未来未来未来未来のののの宝宝宝宝であるであるであるである人材人材人材人材のののの育成育成育成育成こそがこそがこそがこそが今回今回今回今回のののの再編計画再編計画再編計画再編計画のののの真真真真のののの目的目的目的目的であるはであるはであるはであるは
ずであるずであるずであるずである。。。。

((((1111)))) 県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会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取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、対策対策対策対策ををを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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後どうすればどうすればどうすればどうすれば、、、、学校学校学校学校がどうがどうがどうがどう変変変変わればわればわればわれば存続存続存続存続できるかできるかできるかできるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 農作物農作物農作物農作物ののののカラスカラスカラスカラス・・・・コウモリコウモリコウモリコウモリ等鳥獣被害等鳥獣被害等鳥獣被害等鳥獣被害についてについてについてについて
　　　　沖縄全県的沖縄全県的沖縄全県的沖縄全県的にににに鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害((((カラスカラスカラスカラス・・・・コウモリコウモリコウモリコウモリ等等等等))))がががが多多多多くくくく、、、、そのそのそのその対策対策対策対策にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているしているしているしている。。。。県県県県としてもそとしてもそとしてもそとしてもそ
のののの駆除等駆除等駆除等駆除等をををを行行行行っているところだとっているところだとっているところだとっているところだと思思思思うがうがうがうが、、、、成果成果成果成果がががが出出出出ているようにはているようにはているようにはているようには思思思思えないえないえないえない。。。。

((((1111)))) そのそのそのその成果成果成果成果についてどうについてどうについてどうについてどう考考考考えておりますかえておりますかえておりますかえておりますか。。。。

((((2222)))) 一市町村一市町村一市町村一市町村でででで駆除駆除駆除駆除をををを行行行行ってもってもってもっても別別別別のののの場所場所場所場所にににに逃逃逃逃げげげげ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか効果効果効果効果があらわれないとがあらわれないとがあらわれないとがあらわれないと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、広広広広
域的域的域的域的にににに行行行行ってはどうかってはどうかってはどうかってはどうか。。。。

5555 観光観光観光観光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)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光にとってにとってにとってにとって今今今今やややや無視無視無視無視できないのができないのができないのができないのが民泊事業民泊事業民泊事業民泊事業だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。宮古八重山地区宮古八重山地区宮古八重山地区宮古八重山地区、、、、北部北部北部北部
地区等地区等地区等地区等、、、、沖縄全域沖縄全域沖縄全域沖縄全域においてにおいてにおいてにおいて事業事業事業事業のののの展開展開展開展開がなされておりますがなされておりますがなされておりますがなされております。。。。確実確実確実確実にににに沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの入域客入域客入域客入域客
数数数数のののの底上底上底上底上げになっているげになっているげになっているげになっている中中中中、、、、県県県県のののの民泊事業民泊事業民泊事業民泊事業にににに対対対対するするするする考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県はははは民泊事業民泊事業民泊事業民泊事業にににに対対対対しどのようなしどのようなしどのようなしどのような認識認識認識認識をををを持持持持っているかっているかっているかっているか。。。。

ｲｲｲｲ 受受受受けけけけ入入入入れれれれ事業者事業者事業者事業者のののの研修研修研修研修、、、、情報交換等情報交換等情報交換等情報交換等ををを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。。。。
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ｳｳｳｳ 民泊事業民泊事業民泊事業民泊事業をををを推進推進推進推進しししし円滑円滑円滑円滑なななな受受受受けけけけ入入入入れのためれのためれのためれのためルールルールルールルールづくりはどうなっているかづくりはどうなっているかづくりはどうなっているかづくりはどうなっているか。。。。

ｴｴｴｴ 今後今後今後今後どうどうどうどう推進推進推進推進していくかしていくかしていくかしていくか。。。。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いますいますいますいます。。。。

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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717分分分分 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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 防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて
　　　　災害災害災害災害にににに強強強強いいいい社会社会社会社会をををを構築構築構築構築するためするためするためするため、、、、防災防災防災防災・・・・減災対策減災対策減災対策減災対策がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。県内県内県内県内のののの道路道路道路道路、、、、橋橋橋橋、、、、学校施学校施学校施学校施
設設設設、、、、病院病院病院病院、、、、公営団地等公営団地等公営団地等公営団地等のののの老朽化調査老朽化調査老朽化調査老朽化調査、、、、耐震化耐震化耐震化耐震化、、、、インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備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 経済経済経済経済・・・・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)))) 「「「「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」」」」のののの内容内容内容内容とととと課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県産品奨励県産品奨励県産品奨励県産品奨励のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 公共事業公共事業公共事業公共事業におけるにおけるにおけるにおける県産品県産品県産品県産品のののの活用活用活用活用をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題におけるにおけるにおけるにおける県内観光県内観光県内観光県内観光へのへのへのへの影響及影響及影響及影響及びびびび対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 「「「「中国人観光客受入支援事業中国人観光客受入支援事業中国人観光客受入支援事業中国人観光客受入支援事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 「「「「外国語研修外国語研修外国語研修外国語研修サポサポサポサポ－－－－トトトト事業事業事業事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。（。（。（。（内容内容内容内容、、、、応募状況応募状況応募状況応募状況、、、、成果等成果等成果等成果等））））

((((7777)))) 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受受受受けけけけ入入入入れにはれにはれにはれには、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地理地理地理地理、、、、文化文化文化文化、、、、歴史歴史歴史歴史にににに精通精通精通精通しししし、、、、語学語学語学語学にににに堪能堪能堪能堪能なななな人材人材人材人材
がががが必要必要必要必要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。本格的本格的本格的本格的なななな語学習得語学習得語学習得語学習得のののの育成事業育成事業育成事業育成事業ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 福祉福祉福祉福祉、、、、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)))) 県県県県がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ「「「「子子子子どもどもどもども若者子育若者子育若者子育若者子育てててて支援強化支援強化支援強化支援強化チチチチ－－－－ムムムム」」」」のののの設置目的設置目的設置目的設置目的とととと内容内容内容内容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの保育士保育士保育士保育士はははは、「、「、「、「労働条件労働条件労働条件労働条件のののの厳厳厳厳しさにしさにしさにしさに比比比比べべべべ、、、、賃金面賃金面賃金面賃金面でででで恵恵恵恵まれていないまれていないまれていないまれていない」」」」とのとのとのとの声声声声がががが
寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。保育士保育士保育士保育士のののの待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善がががが必要必要必要必要とととと思思思思うがうがうがうが、、、、県内県内県内県内のののの非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの割合割合割合割合とととと対策対策対策対策
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島のののの保育士確保保育士確保保育士確保保育士確保がががが厳厳厳厳しいとのしいとのしいとのしいとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 島嶼県島嶼県島嶼県島嶼県であるであるであるである本県本県本県本県にとってにとってにとってにとって航空機航空機航空機航空機によるによるによるによる救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの充実充実充実充実はははは重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、自治体自治体自治体自治体、、、、医医医医
師会師会師会師会、、、、企業企業企業企業、、、、病院等病院等病院等病院等をををを網羅網羅網羅網羅したしたしたした研究会研究会研究会研究会がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが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。。。。

((((5555)))) 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からからから都市部都市部都市部都市部のののの病院病院病院病院にににに治療治療治療治療・・・・入院入院入院入院するするするする患者患者患者患者、、、、御家族御家族御家族御家族にににに安心安心安心安心してしてしてして過過過過ごせるごせるごせるごせる宿宿宿宿
泊型滞在施設泊型滞在施設泊型滞在施設泊型滞在施設がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが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)))) 国国国国はいじめのはいじめのはいじめのはいじめの対応対応対応対応にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ教員教員教員教員、、、、学校学校学校学校をををを評価評価評価評価するようするようするようするよう、、、、都道府県教育委員会都道府県教育委員会都道府県教育委員会都道府県教育委員会
などになどになどになどに通知通知通知通知をしたがをしたがをしたがをしたが県県県県のののの対応対応対応対応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)))) 高校高校高校高校のないのないのないのない離島離島離島離島のののの修学支援修学支援修学支援修学支援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みみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校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 看護師看護師看護師看護師のののの配置配置配置配置はははは十分十分十分十分かかかか、、、、正規職員正規職員正規職員正規職員にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。

ｲｲｲｲ 校外学習校外学習校外学習校外学習やややや修学旅行等修学旅行等修学旅行等修学旅行等にににに看護師看護師看護師看護師もももも同行同行同行同行できないかできないかできないかできないか。。。。

ｳｳｳｳ 教員教員教員教員のののの医療的医療的医療的医療的ケアケアケアケア実施実施実施実施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。。。。注入注入注入注入・・・・吸引等吸引等吸引等吸引等はできるのかはできるのかはできるのかはできるのか。。。。

ｴｴｴｴ 体温調整体温調整体温調整体温調整ができないができないができないができない子供子供子供子供たちにとってたちにとってたちにとってたちにとって夏場夏場夏場夏場ののののクーラークーラークーラークーラーはははは重要重要重要重要ですですですです。。。。対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 「「「「離島生活離島生活離島生活離島生活コストコストコストコスト低減実証事業低減実証事業低減実証事業低減実証事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 県民視点県民視点県民視点県民視点によるによるによるによる事業棚卸事業棚卸事業棚卸事業棚卸しのしのしのしの最終判定最終判定最終判定最終判定についてについてについてについて、、、、棚卸棚卸棚卸棚卸しししし委員委員委員委員からからからから判定変更判定変更判定変更判定変更のののの理由理由理由理由をををを、、、、もっもっもっもっ
とととと明確明確明確明確にににに説明説明説明説明すべきとのすべきとのすべきとのすべきとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、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。。。。

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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 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 駐留軍用地駐留軍用地駐留軍用地駐留軍用地のののの返還返還返還返還にににに関関関関するするするする質問質問質問質問

((((1111)))) 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの米軍返還地米軍返還地米軍返還地米軍返還地、、、、６６６６基地基地基地基地についてはについてはについてはについては次次次次のとおりでしょうかのとおりでしょうかのとおりでしょうかのとおりでしょうか。。。。
　　　　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（（（（67676767....5555ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　陸軍貯油施設第一桑江陸軍貯油施設第一桑江陸軍貯油施設第一桑江陸軍貯油施設第一桑江タンクファームタンクファームタンクファームタンクファーム（（（（15151515....8888ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧（（（（642642642642....5555ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場（（（（480480480480....5555ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　牧港補給地区牧港補給地区牧港補給地区牧港補給地区（（（（273273273273....5555ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設（（（（55555555....9999ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　返還予定基地合計返還予定基地合計返還予定基地合計返還予定基地合計（（（（1535153515351535....9999ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））
　　　　そのうちそのうちそのうちそのうちキャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧西地区瑞慶覧西地区瑞慶覧西地区瑞慶覧西地区（（（（約約約約55555555ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール））））

((((2222)))) 返還予定期日返還予定期日返還予定期日返還予定期日についてについてについてについて（（（（６６６６基地別基地別基地別基地別にににに））））

ｱｱｱｱ 本年末本年末本年末本年末にはにはにはには具体的具体的具体的具体的なななな返還計画返還計画返還計画返還計画をされるとをされるとをされるとをされると聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((ｱｱｱｱ)))) 具体的具体的具体的具体的なななな地域地域地域地域とととと返還予定期日返還予定期日返還予定期日返還予定期日についてについてについてについて

((((ｲｲｲｲ)))) そのそのそのその後後後後のののの見通見通見通見通しとしとしとしと方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて

((((ｳｳｳｳ)))) 返還日返還日返還日返還日からからからから支障除去措置期間支障除去措置期間支障除去措置期間支障除去措置期間そしてそしてそしてそして引引引引きききき渡渡渡渡しししし日日日日からからからから基準基準基準基準３３３３年年年年、、、、土地区画整理事業等土地区画整理事業等土地区画整理事業等土地区画整理事業等
をかんがみおおむねをかんがみおおむねをかんがみおおむねをかんがみおおむね返還日返還日返還日返還日からからからから跡地利用完了跡地利用完了跡地利用完了跡地利用完了はははは何年先何年先何年先何年先とととと見込見込見込見込んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか。（。（。（。（地域別地域別地域別地域別
にににに））））

((((3333)))) 跡地利用特措法跡地利用特措法跡地利用特措法跡地利用特措法についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国はははは国国国国のののの責任責任責任責任をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用をををを主体的主体的主体的主体的にににに推進推進推進推進するとありますするとありますするとありますするとあります。。。。

((((ｱｱｱｱ)))) 国国国国のののの責任範囲責任範囲責任範囲責任範囲、、、、県県県県のののの対応対応対応対応、、、、市町村市町村市町村市町村のののの役割役割役割役割についてのについてのについてのについての協議機関協議機関協議機関協議機関はははは活動活動活動活動されていますされていますされていますされています
かかかか。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 執行体制執行体制執行体制執行体制、、、、執行予算執行予算執行予算執行予算のののの確保確保確保確保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

ｲｲｲｲ 先行取得先行取得先行取得先行取得のののの円滑化措置円滑化措置円滑化措置円滑化措置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年後年後年後年後にににに円滑円滑円滑円滑にににに開始開始開始開始するためにするためにするためにするために））））

((((ｱｱｱｱ)))) 公共用地以外公共用地以外公共用地以外公共用地以外のののの先行取得制度先行取得制度先行取得制度先行取得制度のののの考考考考えはえはえはえは。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 地域全体地域全体地域全体地域全体のののの円滑円滑円滑円滑なななな跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用をををを推進推進推進推進するためにするためにするためにするために全面的全面的全面的全面的なななな先行取得先行取得先行取得先行取得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。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 現地権者現地権者現地権者現地権者からからからから売買売買売買売買やややや賃貸賃貸賃貸賃貸でででで民民民民からからからから民民民民にににに権利権利権利権利がががが移行移行移行移行されたされたされたされた場合場合場合場合のののの跡地計画跡地計画跡地計画跡地計画のののの影響影響影響影響はははは。。。。

ｳｳｳｳ 給付金制度給付金制度給付金制度給付金制度についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 返還前返還前返還前返還前からからからから関係者関係者関係者関係者とととと合意形成合意形成合意形成合意形成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がみがみがみが必要必要必要必要ですがですがですがですが、、、、市町村役場市町村役場市町村役場市町村役場にににに相談体相談体相談体相談体
制窓口制窓口制窓口制窓口はははは。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの体制体制体制体制、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府、、、、防衛省等防衛省等防衛省等防衛省等のののの現地体制現地体制現地体制現地体制はははは（（（（総合相談所的総合相談所的総合相談所的総合相談所的）。）。）。）。

((((ｳｳｳｳ)))) 給付金給付金給付金給付金のののの限度限度限度限度をををを1000100010001000万円万円万円万円としているとしているとしているとしている理由理由理由理由はははは。。。。

ｴｴｴｴ 支障除去措置支障除去措置支障除去措置支障除去措置についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 返還実施計画返還実施計画返還実施計画返還実施計画にににに基基基基づきづきづきづき各種工事各種工事各種工事各種工事のののの施工施工施工施工はそのはそのはそのはその全全全全てをてをてをてを関係市町関係市町関係市町関係市町のののの商工会所属商工会所属商工会所属商工会所属のののの業者業者業者業者
にににに請負請負請負請負わせることをわせることをわせることをわせることを現段階現段階現段階現段階からからからから準備準備準備準備やややや施行勉強会施行勉強会施行勉強会施行勉強会をををを実施実施実施実施するするするする考考考考えはえはえはえは。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 国国国国はははは地域地域地域地域ごとにごとにごとにごとに内容内容内容内容とととと概略工程概略工程概略工程概略工程とととと予算予算予算予算をををを地元地元地元地元にににに示示示示していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。

ｵｵｵｵ そのそのそのその他他他他のののの関連事項関連事項関連事項関連事項

((((ｱｱｱｱ)))) 投資目的企業投資目的企業投資目的企業投資目的企業へのへのへのへの対応対応対応対応はははは。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 民民民民民民民民のののの売買売買売買売買やややや賃貸賃貸賃貸賃貸のののの契約契約契約契約のうちのうちのうちのうち、、、、外国企業外国企業外国企業外国企業へのへのへのへの対応対応対応対応はははは。。。。
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((((ｳｳｳｳ)))) 賃貸契約賃貸契約賃貸契約賃貸契約のののの中中中中100100100100年契約年契約年契約年契約のののの周辺市民周辺市民周辺市民周辺市民へのへのへのへの影響影響影響影響はははは。。。。

((((ｴｴｴｴ)))) 先行売買先行売買先行売買先行売買にににに対対対対するするするする地権者地権者地権者地権者へのへのへのへの奨励制度奨励制度奨励制度奨励制度はははは。。。。

((((ｵｵｵｵ)))) 事業計画事業計画事業計画事業計画がががが途中頓挫途中頓挫途中頓挫途中頓挫したしたしたした場合場合場合場合のののの瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵についてのについてのについてのについての制度制度制度制度はははは。。。。

ｶｶｶｶ 予算提案予算提案予算提案予算提案されているされているされているされている先行取得金約先行取得金約先行取得金約先行取得金約61616161億円億円億円億円についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 県県県県のののの予算予算予算予算のののの取得方法取得方法取得方法取得方法はどのはどのはどのはどの部分部分部分部分のののの予算予算予算予算かかかか。。。。今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しはしはしはしは。。。。

((((4444)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの先行取得金先行取得金先行取得金先行取得金についてのについてのについてのについての私案私案私案私案

ｱｱｱｱ 地権者地権者地権者地権者のののの対応対応対応対応をををを分類分類分類分類するとするとするとすると

((((ｱｱｱｱ)))) 地権者地権者地権者地権者がががが単独単独単独単独またはまたはまたはまたは共同共同共同共同でででで行行行行うううう案案案案。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 国国国国がががが買買買買いいいい上上上上げるげるげるげる案案案案。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 当分考当分考当分考当分考えるえるえるえる案案案案。。。。
　　　　などになどになどになどに分類集合化分類集合化分類集合化分類集合化できできできでき跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用にににに反映反映反映反映したしたしたした計画計画計画計画としとしとしとし、、、、地権者地権者地権者地権者のののの意向意向意向意向のののの尊重尊重尊重尊重はははは。。。。

ｲｲｲｲ 米軍土地収得起債米軍土地収得起債米軍土地収得起債米軍土地収得起債のののの発行発行発行発行によるによるによるによる先行取得先行取得先行取得先行取得するするするする私案私案私案私案

((((ｱｱｱｱ)))) 跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画がががが大幅大幅大幅大幅にににに進進進進めやすいこととめやすいこととめやすいこととめやすいことと地権者地権者地権者地権者とのとのとのとの同意同意同意同意がががが得得得得やすいやすいやすいやすい。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの都市計画都市計画都市計画都市計画やややや将来性将来性将来性将来性にににに導導導導くくくく案案案案がががが描描描描けけけけ、、、、市民市民市民市民のののの願願願願いがかなういがかなういがかなういがかなう計画計画計画計画となるとなるとなるとなる。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 地権者地権者地権者地権者のののの土地土地土地土地のののの売売売売りたいりたいりたいりたい方方方方へのへのへのへの早期買早期買早期買早期買いいいい上上上上げがげがげがげが可能可能可能可能。。。。

((((ｴｴｴｴ)))) 土地土地土地土地のののの高低差高低差高低差高低差やややや状態状態状態状態にににに関係関係関係関係なくなくなくなく一律一律一律一律でででで購入額購入額購入額購入額をををを決定決定決定決定。。。。

((((ｵｵｵｵ)))) 米軍土地収得起債米軍土地収得起債米軍土地収得起債米軍土地収得起債はははは県県県県がががが発行発行発行発行しししし、、、、全国全国全国全国46464646都道府県都道府県都道府県都道府県にににに購入購入購入購入していただくしていただくしていただくしていただく。。。。

((((ｶｶｶｶ)))) 償還償還償還償還はははは20202020年年年年からからからから30303030年年年年とするとするとするとする。。。。

((((ｷｷｷｷ)))) 跡地跡地跡地跡地にににに関関関関するするするするインフラインフラインフラインフラ設備対策設備対策設備対策設備対策にににに先行着工先行着工先行着工先行着工がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。

((((ｸｸｸｸ)))) 全国全国全国全国のののの国民国民国民国民のののの協力協力協力協力のののの下下下下にににに米軍跡地問題米軍跡地問題米軍跡地問題米軍跡地問題がががが円滑円滑円滑円滑にににに進進進進めることがめることがめることがめることが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。

2222 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12121212    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（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 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの移設移設移設移設がががが進進進進まないのはまないのはまないのはまないのは、、、、何何何何がががが大大大大きなきなきなきな原因原因原因原因ですかですかですかですか。。。。

((((2222)))) 危険危険危険危険なななな基地基地基地基地であればであればであればであれば県民県民県民県民をををを挙挙挙挙げてげてげてげて（（（（県民大会県民大会県民大会県民大会））））などなどなどなど、、、、行動行動行動行動をををを起起起起こすべきだとこすべきだとこすべきだとこすべきだ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。。。。

((((3333)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ22222222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本国内日本国内日本国内日本国内でのでのでのでの運用運用運用運用にににに関関関関しししし一定一定一定一定のののの安全確保安全確保安全確保安全確保をすることをすることをすることをすること
でででで合意合意合意合意しししし、、、、飛行飛行飛行飛行をををを認認認認めるめるめるめる安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言がががが行行行行われてわれてわれてわれて普天間配備普天間配備普天間配備普天間配備がががが強行強行強行強行されたがされたがされたがされたが、、、、このこのこのこの事態事態事態事態につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言をしたをしたをしたをした垂直離着陸輸送機垂直離着陸輸送機垂直離着陸輸送機垂直離着陸輸送機ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイであればであればであればであれば、、、、これをこれをこれをこれを証明証明証明証明するたするたするたするた
めにもめにもめにもめにも総理大臣総理大臣総理大臣総理大臣のののの専用機専用機専用機専用機にしてはどうですかにしてはどうですかにしてはどうですかにしてはどうですか。。。。そのそのそのそ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。。。。

2222 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


