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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第6666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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))
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 28282828分分分分 浦崎浦崎浦崎浦崎　　　　唯昭唯昭唯昭唯昭（（（（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)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米議会米議会米議会米議会でででで、、、、在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊ののののグアムグアムグアムグアム移転移転移転移転にににに係係係係るるるる米国防省予算米国防省予算米国防省予算米国防省予算やややや日本日本日本日本がががが拠出拠出拠出拠出したしたしたした負担分負担分負担分負担分のののの
経費経費経費経費のののの執行執行執行執行がががが凍結凍結凍結凍結されされされされ、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ののののグアムグアムグアムグアム移転配備計画移転配備計画移転配備計画移転配備計画がががが不透明不透明不透明不透明となっていることにつとなっていることにつとなっていることにつとなっていることにつ
いていていていて県県県県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。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国のののの名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設にににに向向向向けたけたけたけた埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、埋立予定地埋立予定地埋立予定地埋立予定地のののの現地調査現地調査現地調査現地調査のののの
実施実施実施実施、、、、県内外県内外県内外県内外からからからから寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた意見意見意見意見のののの精査精査精査精査などなどなどなど、、、、審査審査審査審査をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、進進進進状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの
スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール、、、、審査審査審査審査にににに当当当当たってのたってのたってのたって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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 米西部米西部米西部米西部ネバダネバダネバダネバダ州州州州でででで海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ののののＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが着陸着陸着陸着陸にににに失敗失敗失敗失敗しししし機体機体機体機体はははは大破大破大破大破、、、、修復修復修復修復がががが不可不可不可不可
能能能能なほどのなほどのなほどのなほどのクラスクラスクラスクラスＡＡＡＡ規模規模規模規模のののの事故事故事故事故というというというという。。。。これはこれはこれはこれは墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故にににに等等等等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のののの危険性危険性危険性危険性をををを示示示示
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がどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

ｴｴｴｴ 全国全国全国全国のののの米軍専用施設米軍専用施設米軍専用施設米軍専用施設のののの75757575％％％％がががが集中集中集中集中するするするする本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、毎日毎日毎日毎日のようにのようにのようにのように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飛行飛行飛行
訓練訓練訓練訓練がががが行行行行われるわれるわれるわれる状況状況状況状況のののの中中中中ではではではでは今回今回今回今回のようなのようなのようなのような事故事故事故事故がががが本県本県本県本県でもでもでもでも起起起起こりこりこりこり得得得得るるるる。。。。負担負担負担負担のののの全国分全国分全国分全国分
散散散散がががが急務急務急務急務とととと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県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。。。。

ｵｵｵｵ 米軍米軍米軍米軍はははは、、、、ふぐあいがふぐあいがふぐあいがふぐあいが生生生生じたじたじたじた１１１１機機機機をををを残残残残しししし、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ11111111機機機機をををを岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地からからからから普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに配配配配
備備備備しししし、、、、普天間普天間普天間普天間のののの継続使用継続使用継続使用継続使用をををを見据見据見据見据えたえたえたえた24242424機機機機によるによるによるによる飛行訓練体制飛行訓練体制飛行訓練体制飛行訓練体制をををを完了完了完了完了させているさせているさせているさせている。。。。一方一方一方一方
でででで、、、、米国米国米国米国はははは、、、、知事知事知事知事のののの埋立申請承認埋立申請承認埋立申請承認埋立申請承認をををを楽観視楽観視楽観視楽観視しているとしているとしているとしていると言言言言うううう。。。。米国米国米国米国のののの本音本音本音本音はどこにあるのはどこにあるのはどこにあるのはどこにあるの
かかかか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 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飛行飛行飛行についてについてについてについて、、、、県県県県などがなどがなどがなどが指摘指摘指摘指摘したしたしたした違反飛行違反飛行違反飛行違反飛行にににに対対対対しししし、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、違反違反違反違反をををを確認確認確認確認
できるできるできるできるデータデータデータデータはなかったとのはなかったとのはなかったとのはなかったとの検証結果検証結果検証結果検証結果をををを示示示示したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、米側米側米側米側のののの説明説明説明説明をそのままをそのままをそのままをそのまま引用引用引用引用したしたしたした
ものとのものとのものとのものとの指摘指摘指摘指摘もありもありもありもあり、、、、運用運用運用運用ルールルールルールルールのののの実行性実行性実行性実行性にににに疑問疑問疑問疑問がががが残残残残るるるる。。。。県県県県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。。。。

ｷｷｷｷ 又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長又吉知事公室長はははは、、、、ハワイハワイハワイハワイ州州州州アバクロンビーアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビー知事知事知事知事をををを訪訪訪訪ねねねね、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ
についてについてについてについて意見交換意見交換意見交換意見交換をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと成果成果成果成果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)))) 返還軍用地返還軍用地返還軍用地返還軍用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

ｱｱｱｱ 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの基地返還基地返還基地返還基地返還にににに備備備備ええええ、、、、県県県県やややや関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村においてにおいてにおいてにおいて跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用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みみみ
がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、現在現在現在現在のののの進展状況等進展状況等進展状況等進展状況等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地のののの円滑円滑円滑円滑なななな利用利用利用利用をををを推進推進推進推進するためするためするためするため設置設置設置設置したしたしたした特定駐留軍用地基金特定駐留軍用地基金特定駐留軍用地基金特定駐留軍用地基金についについについについ
てててて、、、、積立額積立額積立額積立額、、、、取得用地面積取得用地面積取得用地面積取得用地面積とととと現在現在現在現在までのまでのまでのまでの取得申取得申取得申取得申しししし込込込込みみみみ状況等状況等状況等状況等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍のののの事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故をををを起起起起こしてからこしてからこしてからこしてから、、、、わずかわずかわずかわずか11111111日後日後日後日後にににに米軍米軍米軍米軍はははは、ＨＨ、ＨＨ、ＨＨ、ＨＨ60606060救難救難救難救難ヘリコプターヘリコプターヘリコプターヘリコプターのののの訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行
をををを再開再開再開再開したしたしたした。。。。事故原因事故原因事故原因事故原因もももも明明明明らかとなっていないらかとなっていないらかとなっていないらかとなっていない中中中中、、、、安全安全安全安全なななな訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行ができるとしているができるとしているができるとしているができるとしている。。。。
県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリがががが墜落墜落墜落墜落したしたしたしたキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン内内内内のののの立入調査立入調査立入調査立入調査をををを実施実施実施実施したがしたがしたがしたが、、、、調査調査調査調査のののの内容内容内容内容
とととと結果結果結果結果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場ののののドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶のののの汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題についてについてについてについて、、、、国国国国はははは、、、、サッカーサッカーサッカーサッカー場全域場全域場全域場全域のののの調査調査調査調査をををを示示示示しししし
ているがているがているがているが、、、、周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民のののの健康不安健康不安健康不安健康不安やややや汚染汚染汚染汚染へのへのへのへの懸念懸念懸念懸念などなどなどなど、、、、原状回復原状回復原状回復原状回復にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現
状状状状についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 米政府米政府米政府米政府はははは、、、、ステルスステルスステルスステルス戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ＦＦＦＦ35353535のののの配備先配備先配備先配備先にににに嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地もももも選択肢選択肢選択肢選択肢のののの一一一一つとしているようだつとしているようだつとしているようだつとしているようだ
がががが、Ｆ、Ｆ、Ｆ、Ｆ35353535はははは他他他他のののの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機にににに比比比比べべべべ騒音騒音騒音騒音がががが大大大大きくきくきくきく、、、、米国内米国内米国内米国内でもでもでもでも反対運動反対運動反対運動反対運動がががが起起起起きているときているときているときていると言言言言うううう。。。。
県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｵｵｵｵ 米軍米軍米軍米軍キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・コートニーコートニーコートニーコートニー内内内内のののの住宅改修工事住宅改修工事住宅改修工事住宅改修工事にににに係係係係るるるるアスベストアスベストアスベストアスベスト（（（（石綿石綿石綿石綿））））問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、県県県県
のののの調査調査調査調査でででで事実関係事実関係事実関係事実関係はははは明明明明らかとなったからかとなったからかとなったからかとなったか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場のののの一部返還一部返還一部返還一部返還にににに伴伴伴伴ううううヘリヘリヘリヘリ着陸帯移設工事着陸帯移設工事着陸帯移設工事着陸帯移設工事にににに係係係係るるるる環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価についについについについ
てててて、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局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はははは想定想定想定想定されていないようだがされていないようだがされていないようだがされていないようだが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識とととと今後今後今後今後のののの取取取取
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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 沖縄本島周辺沖縄本島周辺沖縄本島周辺沖縄本島周辺のののの航空管制航空管制航空管制航空管制についてについてについてについて、、、、嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ラプコンラプコンラプコンラプコン返還後返還後返還後返還後もももも民間機民間機民間機民間機のののの飛行飛行飛行飛行をををを制限制限制限制限するするするする
空域空域空域空域がががが存在存在存在存在するとのするとのするとのするとの報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、事実関係事実関係事実関係事実関係とととと日本政府日本政府日本政府日本政府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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｸｸｸｸ 米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者のののの公務外公務外公務外公務外のののの事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故によるによるによるによる補償金補償金補償金補償金のののの支払支払支払支払いにいにいにいに関関関関しししし、、、、５５５５年年年年たってもたってもたってもたっても未払未払未払未払いがいがいがいが
続続続続いていることについていていることについていていることについていていることについて、、、、補償金支払補償金支払補償金支払補償金支払いのいのいのいの仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと今回今回今回今回のののの件件件件にににに関関関関しししし、、、、支払支払支払支払いがなされていがなされていがなされていがなされて
いないいないいないいない原因原因原因原因はははは何何何何かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 本県産業本県産業本県産業本県産業とととと新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー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)))) 中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法のののの期限切期限切期限切期限切れにれにれにれに伴伴伴伴いいいい、、、、小規模経営小規模経営小規模経営小規模経営がががが多多多多いいいい本県企業本県企業本県企業本県企業のののの資金繰資金繰資金繰資金繰りにりにりにりに
影響影響影響影響しないようしないようしないようしないよう創設創設創設創設されたされたされたされた、、、、県資金繰県資金繰県資金繰県資金繰りりりり円滑化借換資金円滑化借換資金円滑化借換資金円滑化借換資金のののの融資枠融資枠融資枠融資枠のののの拡大等拡大等拡大等拡大等をををを図図図図るるるる必要必要必要必要がががが
あるがあるがあるがあるが、、、、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処法対処法対処法対処法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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、アジアアジアアジアアジアにににに近近近近いといういといういといういという地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性をををを生生生生かしかしかしかし、、、、国際国際国際国際ＩＴＩＴＩＴＩＴ拠点拠点拠点拠点のののの形成形成形成形成をををを目指目指目指目指しているがしているがしているがしているが、、、、
割高割高割高割高なななな通信通信通信通信コストコストコストコストやややや国際通信回線国際通信回線国際通信回線国際通信回線がががが脆弱脆弱脆弱脆弱なななな状況状況状況状況にあることからにあることからにあることからにあることから、、、、アジアアジアアジアアジア――――沖縄沖縄沖縄沖縄――――首都圏首都圏首都圏首都圏
をををを直接結直接結直接結直接結ぶぶぶぶ情報通信情報通信情報通信情報通信インフラインフラインフラインフラのののの整備整備整備整備がががが課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県がががが国際的国際的国際的国際的なななな先端的頭脳集積地域先端的頭脳集積地域先端的頭脳集積地域先端的頭脳集積地域としてとしてとしてとして発展発展発展発展していくためのしていくためのしていくためのしていくための健康健康健康健康・・・・医療分野医療分野医療分野医療分野やややや環境環境環境環境・・・・
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー分野分野分野分野のののの知的知的知的知的・・・・産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスターのののの形成形成形成形成についてについてについてについて、、、、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基本計画基本計画基本計画基本計画10101010年年年年
でどのようにでどのようにでどのようにでどのように芽出芽出芽出芽出していくかしていくかしていくかしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが策定策定策定策定をををを進進進進めているめているめているめている、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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についてについてについてについて、、、、基本目標基本目標基本目標基本目標とととと
進進進進状況状況状況状況、、、、今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュール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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 本県本県本県本県はははは、、、、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はははは約約約約0000....2222％％％％とととと全国平均全国平均全国平均全国平均のののの約約約約４４４４％％％％にににに比比比比べべべべ極極極極めてめてめてめて低低低低くくくく、、、、一方一方一方一方でででで化化化化
石燃料依存率石燃料依存率石燃料依存率石燃料依存率はははは約約約約99999999....8888％％％％とととと全国平均全国平均全国平均全国平均のののの約約約約83838383％％％％にににに比比比比べべべべ大大大大きくなっているきくなっているきくなっているきくなっている。。。。このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを
踏踏踏踏まえまえまえまえ再生再生再生再生エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーへのへのへのへの転換転換転換転換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っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 沖縄本島北西沖縄本島北西沖縄本島北西沖縄本島北西100100100100キロキロキロキロにににに位置位置位置位置するするするする伊是名伊是名伊是名伊是名のののの深海底深海底深海底深海底にににに資源量資源量資源量資源量500500500500万万万万トントントントン以上以上以上以上のののの大規模大規模大規模大規模なななな海海海海
底熱水鉱床底熱水鉱床底熱水鉱床底熱水鉱床のののの存在存在存在存在がががが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。本県本県本県本県のののの周辺海底周辺海底周辺海底周辺海底にににに存在存在存在存在するするするする海底資源海底資源海底資源海底資源をををを今後今後今後今後、、、、どうどうどうどう生生生生
かすかかすかかすかかすか、、、、資源立県資源立県資源立県資源立県としてのとしてのとしてのとしての県県県県のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市でででで天然天然天然天然ガスガスガスガスのののの試掘試掘試掘試掘をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。今後今後今後今後、、、、南城市南城市南城市南城市やややや那覇市那覇市那覇市那覇市においてもにおいてもにおいてもにおいても実施予定実施予定実施予定実施予定とのとのとのとの
ことであるがことであるがことであるがことであるが、、、、調査調査調査調査のののの内容内容内容内容とととと事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 2012201220122012年年年年のののの本県本県本県本県のののの失業率失業率失業率失業率はははは6666....8888％％％％とととと過去過去過去過去15151515年間年間年間年間でででで最良最良最良最良となりとなりとなりとなり、、、、県内県内県内県内のののの雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境はははは確実確実確実確実にににに改改改改
善傾向善傾向善傾向善傾向をををを示示示示しているしているしているしている。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況とととと県県県県がががが目標目標目標目標とするとするとするとする全国平均並全国平均並全国平均並全国平均並みにみにみにみに近近近近づけるづけるづけるづける上上上上
でででで、、、、今後今後今後今後、、、、何何何何がががが課題課題課題課題とととと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 県内県内県内県内のののの社会資本社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 台風常襲地台風常襲地台風常襲地台風常襲地でありでありでありであり自然災害自然災害自然災害自然災害をこうむりやすいをこうむりやすいをこうむりやすいをこうむりやすい本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける、、、、地震地震地震地震・・・・津波対策津波対策津波対策津波対策やややや治水治水治水治水・・・・土砂土砂土砂土砂
災害災害災害災害へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等、、、、災害災害災害災害にににに強強強強いいいい県土県土県土県土づくりがづくりがづくりがづくりが重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、中長期的観点中長期的観点中長期的観点中長期的観点からのからのからのからの対策対策対策対策
などなどなどなど、、、、県県県県のののの基本計画基本計画基本計画基本計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 戦後無秩序戦後無秩序戦後無秩序戦後無秩序にににに形成形成形成形成されたされたされたされた住宅密集市街地住宅密集市街地住宅密集市街地住宅密集市街地におけるにおけるにおけるにおける、、、、建物建物建物建物のののの老朽化老朽化老朽化老朽化やややや道路道路道路道路のののの未整備等未整備等未整備等未整備等にににに
ついてついてついてついて、、、、台風台風台風台風・・・・火災等火災等火災等火災等からのからのからのからの対応対応対応対応やややや景観上良好景観上良好景観上良好景観上良好なななな市街地市街地市街地市街地へへへへ転換転換転換転換をををを図図図図るためのるためのるためのるための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの
状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾についてについてについてについて、、、、国際流通港湾国際流通港湾国際流通港湾国際流通港湾としてとしてとしてとして整備整備整備整備がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、国際国際国際国際コンテナターミナコンテナターミナコンテナターミナコンテナターミナ
ルルルルのののの背後地背後地背後地背後地にににに整備整備整備整備がががが計画計画計画計画されているされているされているされている那覇港湾総合物流那覇港湾総合物流那覇港湾総合物流那覇港湾総合物流センターセンターセンターセンターについてについてについてについて、、、、県経済県経済県経済県経済やややや産産産産
業振興等業振興等業振興等業振興等へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果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)))) 県内建設工事県内建設工事県内建設工事県内建設工事がががが活況活況活況活況をををを呈呈呈呈しししし、、、、一括交付金活用一括交付金活用一括交付金活用一括交付金活用のののの効果効果効果効果があらわれているようだががあらわれているようだががあらわれているようだががあらわれているようだが、、、、受注件受注件受注件受注件
数数数数のののの増加増加増加増加はははは、、、、企業企業企業企業のののの活性化活性化活性化活性化につながるとにつながるとにつながるとにつながると同時同時同時同時にににに現場職人不足現場職人不足現場職人不足現場職人不足やややや人件費人件費人件費人件費のののの高騰高騰高騰高騰がががが懸念懸念懸念懸念ささささ
れているれているれているれている。。。。現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) ダンプダンプダンプダンプのののの過積載過積載過積載過積載やややや無認可運送行為無認可運送行為無認可運送行為無認可運送行為などがなどがなどがなどが問題問題問題問題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、、、、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、、、、
またまたまたまた、、、、国国国国やややや県県県県がががが見積見積見積見積もったもったもったもった労務費労務費労務費労務費ががががダンプダンプダンプダンプ運転手運転手運転手運転手にもにもにもにも適正適正適正適正にににに反映反映反映反映されるようされるようされるようされるよう、、、、関係企業関係企業関係企業関係企業のののの
指導指導指導指導がががが必要必要必要必要とされているがとされているがとされているがとされているが、、、、県県県県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。。。。

4444 文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツのののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体であるであるであるである県文化振興会県文化振興会県文化振興会県文化振興会をををを県県県県のののの文化事業文化事業文化事業文化事業をををを包括的包括的包括的包括的にににに担担担担えるえるえるえる中核組織中核組織中核組織中核組織としてとしてとしてとして
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位置位置位置位置づけるづけるづけるづける方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、振興会振興会振興会振興会のののの財源財源財源財源をををを含含含含めためためためた運営方法運営方法運営方法運営方法やややや機能強化機能強化機能強化機能強化をををを具体的具体的具体的具体的にどにどにどにど
のようにのようにのようにのように図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 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))))のののの建設場所建設場所建設場所建設場所がががが豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市のののの豊見城城跡公園跡地豊見城城跡公園跡地豊見城城跡公園跡地豊見城城跡公園跡地にににに決定決定決定決定しししし、、、、建設建設建設建設にににに向向向向けけけけ
てててて大大大大きくきくきくきく動動動動きききき出出出出したがしたがしたがしたが、、、、会館建設会館建設会館建設会館建設のののの管理運営主体管理運営主体管理運営主体管理運営主体とととと公園跡地全体公園跡地全体公園跡地全体公園跡地全体のののの利活用利活用利活用利活用とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを
どのようにどのようにどのようにどのように図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの染織物染織物染織物染織物やややや陶器陶器陶器陶器・・・・漆器漆器漆器漆器などなどなどなど伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品のののの製作製作製作製作、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、研究開発及研究開発及研究開発及研究開発及びびびび展示販売展示販売展示販売展示販売
等等等等をををを担担担担うううう県工芸産業振興拠点施設県工芸産業振興拠点施設県工芸産業振興拠点施設県工芸産業振興拠点施設（（（（仮称仮称仮称仮称))))    のののの建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた基本方針基本方針基本方針基本方針とととと計計計計
画画画画のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが実施実施実施実施したしたしたした、、、、しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば普及普及普及普及にににに関関関関するするするする県民意識調査県民意識調査県民意識調査県民意識調査についてについてについてについて、、、、調査調査調査調査のののの結果結果結果結果とそれをとそれをとそれをとそれを受受受受
けてけてけてけて今後今後今後今後のののの継承継承継承継承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をどうみをどうみをどうみをどう進進進進めていくかめていくかめていくかめていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 県警関係県警関係県警関係県警関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県警県警県警県警はははは、、、、県内県内県内県内のののの中高生中高生中高生中高生をををを含含含含むむむむ18181818歳未満歳未満歳未満歳未満のののの少女少女少女少女13131313人人人人にににに客客客客をををを取取取取らせるなどしたとしてらせるなどしたとしてらせるなどしたとしてらせるなどしたとして、、、、児童児童児童児童
福祉法違反福祉法違反福祉法違反福祉法違反のののの疑疑疑疑いでいでいでいで県内県内県内県内のののの男男男男５５５５人人人人をををを逮捕逮捕逮捕逮捕したしたしたした。。。。事件事件事件事件のののの概要概要概要概要とととと逮捕逮捕逮捕逮捕にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、事件事件事件事件はははは、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話によるによるによるによるインターネットインターネットインターネットインターネットをををを利用利用利用利用しししし、、、、本県本県本県本県のほかのほかのほかのほか、、、、県外県外県外県外８８８８県県県県にににに
少女少女少女少女らをらをらをらを派遣派遣派遣派遣するなどするなどするなどするなど、、、、出会出会出会出会いいいい系系系系サイトサイトサイトサイト利用利用利用利用としてはとしてはとしてはとしては特異特異特異特異なななな組織的組織的組織的組織的なななな犯罪犯罪犯罪犯罪とととと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。
2009200920092009年年年年にににに出会出会出会出会いいいい系系系系サイトサイトサイトサイト利用利用利用利用のののの年齢制限年齢制限年齢制限年齢制限のののの厳格化厳格化厳格化厳格化がががが義務義務義務義務づけられたがづけられたがづけられたがづけられたが、、、、今回今回今回今回のののの件件件件はははは規規規規
制制制制のののの対象対象対象対象とはならないのかとはならないのかとはならないのかとはならないのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 出会出会出会出会いいいい系系系系サイトサイトサイトサイトをををを通通通通してしてしてして、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが被害被害被害被害にににに遭遭遭遭うううう児童福祉法違反児童福祉法違反児童福祉法違反児童福祉法違反はははは急増急増急増急増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
がががが、、、、このこのこのこの３３３３年間年間年間年間のののの件数件数件数件数とととと今後今後今後今後ネットネットネットネット利用利用利用利用についてについてについてについて、、、、家庭家庭家庭家庭、、、、学校学校学校学校、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける連携連携連携連携をををを通通通通しししし
たたたた指導体制指導体制指導体制指導体制のののの確立確立確立確立をどうをどうをどうをどう図図図図るかるかるかるか、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 悪徳商法悪徳商法悪徳商法悪徳商法によるおによるおによるおによるお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの被害被害被害被害がががが全国的全国的全国的全国的にににに増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける被害被害被害被害
状況状況状況状況とととと昨今昨今昨今昨今のののの悪徳商法悪徳商法悪徳商法悪徳商法のののの特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第6666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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))
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 29292929分分分分 島袋島袋島袋島袋　　　　　　　　大大大大（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策のののの推進推進推進推進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

ｱｱｱｱ 2014201420142014年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算についてについてについてについて、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府はははは3408340834083408億円億円億円億円をををを概算要求概算要求概算要求概算要求したしたしたした。。。。県県県県のののの振興振興振興振興にどにどにどにど
のようにのようにのようにのように配慮配慮配慮配慮されたかされたかされたかされたか、、、、またまたまたまた、、、、県県県県のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 2012201220122012年度年度年度年度ののののソフトソフトソフトソフト分野分野分野分野のののの沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした、、、、県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの事業事業事業事業のののの
事後評価事後評価事後評価事後評価についてについてについてについて、、、、成果目標達成状況成果目標達成状況成果目標達成状況成果目標達成状況とととと今年度今年度今年度今年度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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄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基本計画基本計画基本計画基本計画でででで示示示示したしたしたした、、、、約約約約1600160016001600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とみとみとみと課題課題課題課題ごとにまとごとにまとごとにまとごとにまと
めためためためた約約約約245245245245のののの施策施策施策施策についてについてについてについて、ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡによるによるによるによる検証検証検証検証をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその検証結果検証結果検証結果検証結果とととと今後今後今後今後のののの
施策展開施策展開施策展開施策展開にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映させていくかさせていくかさせていくかさせていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県財政県財政県財政県財政のののの将来見通将来見通将来見通将来見通しについてしについてしについてしについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、平成平成平成平成26262626年度年度年度年度からからからから29292929年度年度年度年度までのまでのまでのまでの４４４４年間年間年間年間でででで、、、、433433433433億円億円億円億円のののの収支不足収支不足収支不足収支不足がががが見込見込見込見込まれるとしてまれるとしてまれるとしてまれるとして
いるがいるがいるがいるが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄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基本計画基本計画基本計画基本計画にににに基基基基づくづくづくづく施策施策施策施策のののの展開展開展開展開をををを図図図図るるるる上上上上でででで持続力持続力持続力持続力のあるのあるのあるのある健健健健
全全全全なななな県財政基盤県財政基盤県財政基盤県財政基盤のののの構築構築構築構築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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国のののの財政補助財政補助財政補助財政補助にににに大大大大きくきくきくきく依存依存依存依存しているしているしているしている本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、自主財源自主財源自主財源自主財源のののの割合割合割合割合をいかにふやすかをいかにふやすかをいかにふやすかをいかにふやすか
がががが課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。国国国国のののの財源不足財源不足財源不足財源不足がががが続続続続くくくく状況状況状況状況のののの中中中中、、、、今後今後今後今後のののの県経済県経済県経済県経済のののの成長成長成長成長のののの見通見通見通見通しをしをしをしを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県財政県財政県財政県財政のののの収支不足収支不足収支不足収支不足がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる中中中中、、、、県税等県税等県税等県税等によるによるによるによる自主財源増自主財源増自主財源増自主財源増をどのをどのをどのをどの程度見込程度見込程度見込程度見込んでいるんでいるんでいるんでいる
かかかか。。。。またまたまたまた、、、、新新新新たなたなたなたな税税税税のののの創設創設創設創設もももも考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

2222 県内空港県内空港県内空港県内空港のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府はははは、、、、2014201420142014年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算でででで那覇空港滑走路増設整備費那覇空港滑走路増設整備費那覇空港滑走路増設整備費那覇空港滑走路増設整備費をををを計上計上計上計上しししし、、、、来年来年来年来年１１１１月月月月にもにもにもにも
本格着工本格着工本格着工本格着工にににに入入入入るるるる見通見通見通見通しとなったがしとなったがしとなったがしとなったが、、、、去去去去るるるる６６６６月月月月28282828日日日日にににに提出提出提出提出されたされたされたされた評価書評価書評価書評価書（（（（アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント））））にににに
対対対対するするするする審査審査審査審査のののの進展状況進展状況進展状況進展状況とととと公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請のののの提出提出提出提出をををを含含含含めためためためた今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールにつにつにつにつ
いていていていて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 平成平成平成平成21212121年年年年にににに開始開始開始開始されたされたされたされた、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの物流物流物流物流ハブハブハブハブ事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経緯経緯経緯経緯、、、、機能拡機能拡機能拡機能拡
充充充充にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状とととと解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 去去去去るるるる６６６６月月月月にににに成立成立成立成立したしたしたした民活空港運営法民活空港運営法民活空港運営法民活空港運営法によりによりによりにより、、、、国国国国やややや自治体自治体自治体自治体がががが運営運営運営運営するするするする空港空港空港空港のののの運営権売却運営権売却運営権売却運営権売却
やややや委託委託委託委託がががが可能可能可能可能となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、法制度法制度法制度法制度のののの概要概要概要概要とととと狙狙狙狙いいいい、、、、メリットメリットメリットメリットととととデメリットデメリットデメリットデメリット及及及及びびびび売却売却売却売却やややや委委委委
託託託託にににに際際際際してしてしてして国国国国とととと自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの関係関係関係関係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)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利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

ｱｱｱｱ 県県県県のののの下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用利活用利活用利活用にににに関関関関しししし、、、、今後今後今後今後、、、、宮古圏域空港宮古圏域空港宮古圏域空港宮古圏域空港のののの利活用利活用利活用利活用にににに関関関関するするするする検討会議検討会議検討会議検討会議にににに
おいておいておいておいて議論議論議論議論されるようだがされるようだがされるようだがされるようだが、、、、県県県県のののの利活用利活用利活用利活用にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えとえとえとえと検討会議検討会議検討会議検討会議にににに提案提案提案提案するするするする
具体策具体策具体策具体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。。。。

ｲｲｲｲ ＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬがががが撤退撤退撤退撤退しししし、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡはははは来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降はははは白紙白紙白紙白紙としているようだがとしているようだがとしているようだがとしているようだが、、、、下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港からどこのからどこのからどこのからどこの空空空空
港港港港へへへへ訓練訓練訓練訓練をををを移転移転移転移転するのかするのかするのかするのか、、、、条件的条件的条件的条件的にににに下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港はははは劣劣劣劣るのかるのかるのかるのか、、、、県県県県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。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県がががが検討検討検討検討しているしているしているしている、、、、人工衛星発射人工衛星発射人工衛星発射人工衛星発射ロケットロケットロケットロケット搭載航空機搭載航空機搭載航空機搭載航空機のののの拠点化拠点化拠点化拠点化やややや宇宙旅行宇宙旅行宇宙旅行宇宙旅行にににに向向向向けたけたけたけた商商商商
業宇宙港構想業宇宙港構想業宇宙港構想業宇宙港構想はははは国国国国のののの政策政策政策政策とのとのとのとの関連関連関連関連があるががあるががあるががあるが、、、、誘致誘致誘致誘致のののの可能性可能性可能性可能性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 本県観光本県観光本県観光本県観光のののの将来展望将来展望将来展望将来展望についてについてについてについて

((((1111)))) 本県観光本県観光本県観光本県観光はははは、、、、入域客数入域客数入域客数入域客数のののの増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にににに比比比比べべべべ、、、、観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額はははは伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。そのそのそのその要因要因要因要因とととと
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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。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、海外観光客海外観光客海外観光客海外観光客200200200200万人誘致万人誘致万人誘致万人誘致をををを掲掲掲掲げているがげているがげているがげているが、、、、誘致対象市場開拓誘致対象市場開拓誘致対象市場開拓誘致対象市場開拓やややや空港空港空港空港・・・・港湾港湾港湾港湾などのなどのなどのなどの
インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備をををを含含含含めめめめ、、、、誘致戦略誘致戦略誘致戦略誘致戦略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)))) 県県県県はははは、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ誘致誘致誘致誘致にににに取取取取りりりり組組組組んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、ここここここここ３３３３年間年間年間年間のののの実績実績実績実績とととと今後今後今後今後ののののＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けたけたけたけた、、、、
２２２２万人収容万人収容万人収容万人収容のののの県内最大県内最大県内最大県内最大のののの大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、県県県県のののの構想構想構想構想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、小規模離島航空路線小規模離島航空路線小規模離島航空路線小規模離島航空路線のののの就航可能性就航可能性就航可能性就航可能性についてについてについてについて、、、、採算面採算面採算面採算面などからなどからなどからなどから路線維持路線維持路線維持路線維持はははは難難難難しいしいしいしい
としているがとしているがとしているがとしているが、、、、自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済のののの構築構築構築構築をををを見据見据見据見据えたえたえたえた県経済県経済県経済県経済やややや離島経済離島経済離島経済離島経済のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るるるる観点観点観点観点かかかか
らららら、、、、可能性可能性可能性可能性をををを判断判断判断判断することもすることもすることもすることも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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度からからからから実施実施実施実施しているしているしているしている、、、、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についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成果成果成果成果とととと
今後今後今後今後のののの拡充計画拡充計画拡充計画拡充計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、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からからからから本島本島本島本島へへへへ進学進学進学進学するするするする生徒生徒生徒生徒をををを支援支援支援支援するするするする、、、、離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センセンセンセン
ターターターターのののの建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、工事工事工事工事のののの前倒前倒前倒前倒しをしをしをしを計画計画計画計画しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、建設場所建設場所建設場所建設場所やややや建物建物建物建物のののの規模規模規模規模・・・・概概概概
要要要要、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ人数等人数等人数等人数等のののの基本計画基本計画基本計画基本計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港のののの国際線国際線国際線国際線チャーターチャーターチャーターチャーター便就航便就航便就航便就航によるによるによるによる集客需要増集客需要増集客需要増集客需要増にににに対応対応対応対応するするするする、、、、国際線施設国際線施設国際線施設国際線施設のののの
増増増増・・・・改善改善改善改善とととと波照間空港波照間空港波照間空港波照間空港のののの航空路線再開航空路線再開航空路線再開航空路線再開のののの要望要望要望要望についてについてについてについて、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 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)))) 世界的世界的世界的世界的にににに異常気象異常気象異常気象異常気象がががが続続続続くくくく中中中中、、、、7777月月月月ごろからごろからごろからごろから沖縄地方沖縄地方沖縄地方沖縄地方はははは少雨状態少雨状態少雨状態少雨状態がががが続続続続きききき、、、、県内各地県内各地県内各地県内各地ででででサトウサトウサトウサトウ
キビキビキビキビなどなどなどなど農産物農産物農産物農産物にににに深刻深刻深刻深刻なななな被害被害被害被害がががが出出出出ているているているている。。。。被害被害被害被害のののの状況状況状況状況とととと県県県県によるによるによるによる支援対策支援対策支援対策支援対策でででで短期及短期及短期及短期及びびびび中中中中
長期的長期的長期的長期的なななな対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 円安等円安等円安等円安等によるによるによるによる漁船漁船漁船漁船のののの燃料高騰燃料高騰燃料高騰燃料高騰をををを受受受受けけけけ、、、、県内漁業関係者県内漁業関係者県内漁業関係者県内漁業関係者はははは経営圧迫経営圧迫経営圧迫経営圧迫でででで苦慮苦慮苦慮苦慮しているしているしているしている。。。。国国国国
やややや県県県県にににに対対対対しししし支援支援支援支援のののの要請要請要請要請があるががあるががあるががあるが、、、、国及国及国及国及びびびび県県県県によるによるによるによる支援体制支援体制支援体制支援体制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)))) 飼料価格飼料価格飼料価格飼料価格のののの高騰高騰高騰高騰にににに対対対対するするするする緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策についてについてについてについて、、、、県県県県によるによるによるによる支援対策支援対策支援対策支援対策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制度制度制度制度がががが
あるかあるかあるかあるか。。。。またまたまたまた、、、、実施実施実施実施しているしているしているしている取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける野生鳥獣野生鳥獣野生鳥獣野生鳥獣によるによるによるによる被害被害被害被害はははは、、、、北部地区北部地区北部地区北部地区ははははカラスカラスカラスカラスによるによるによるによる被害被害被害被害がががが、、、、八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区ははははキキキキ
ジジジジややややクジャククジャククジャククジャク等等等等のののの外来生物外来生物外来生物外来生物によるによるによるによる被害被害被害被害がががが甚大甚大甚大甚大であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県によるによるによるによる被害防止対策等取被害防止対策等取被害防止対策等取被害防止対策等取りりりり組組組組
みのみのみのみの状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 次世代支援対策次世代支援対策次世代支援対策次世代支援対策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて　　　　

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄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でででで、、、、2017201720172017年度年度年度年度までにまでにまでにまでに潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童潜在的待機児童をををを含含含含むむむむ9000900090009000人人人人
のののの待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消をををを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。このこのこのこの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを確実確実確実確実なものにするためなものにするためなものにするためなものにするため、、、、沖縄県待沖縄県待沖縄県待沖縄県待
機児童対策行動指針機児童対策行動指針機児童対策行動指針機児童対策行動指針をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。同指針同指針同指針同指針でででで実施実施実施実施するするするする具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策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、、、、まままま
たたたた、、、、目標年度目標年度目標年度目標年度までのまでのまでのまでの作業工程等作業工程等作業工程等作業工程等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 政府政府政府政府のののの待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化プランプランプランプランにににに県内県内県内県内からからからから16161616市町村市町村市町村市町村がががが申請申請申請申請したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、同事業同事業同事業同事業でででで
政府政府政府政府はははは、、、、具体的具体的具体的具体的にににに市町村市町村市町村市町村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支援策支援策支援策支援策をををを行行行行うかうかうかうか、、、、またまたまたまた、、、、県県県県はどのようにかかわはどのようにかかわはどのようにかかわはどのようにかかわ
るかるかるかるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 政府政府政府政府はははは、、、、米軍基地周辺米軍基地周辺米軍基地周辺米軍基地周辺にににに所在所在所在所在するするするする認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所にににに対対対対するするするする防音工事補助問題防音工事補助問題防音工事補助問題防音工事補助問題についについについについ
てててて、、、、次年度次年度次年度次年度からからからから助成対象助成対象助成対象助成対象をををを拡大拡大拡大拡大するするするする方針方針方針方針をををを決決決決めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、対象施設数対象施設数対象施設数対象施設数やややや支援内容支援内容支援内容支援内容にににに
ついてついてついてついて、、、、またまたまたまた、、、、このこのこのこの方針方針方針方針ではではではでは認可外認可外認可外認可外のののの中中中中でででで差別差別差別差別がががが生生生生じないかじないかじないかじないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 政府政府政府政府のののの待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化プランプランプランプランでででで、、、、2017201720172017年年年年までにまでにまでにまでに40404040万人分万人分万人分万人分のののの保育整備保育整備保育整備保育整備をををを進進進進めめめめ、、、、このこのこのこの
２２２２年間年間年間年間でででで20202020万人分万人分万人分万人分のののの保育整備保育整備保育整備保育整備をををを行行行行うとしているうとしているうとしているうとしている。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保がががが課題課題課題課題であるであるであるである
がががが、、、、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とととと潜在保育士潜在保育士潜在保育士潜在保育士のののの就業復帰就業復帰就業復帰就業復帰をどのようにをどのようにをどのようにをどのように行行行行うかうかうかうか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉・・・・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

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、将来予想将来予想将来予想将来予想されるされるされるされる人口減人口減人口減人口減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、、、、沖縄県人口増加計画沖縄県人口増加計画沖縄県人口増加計画沖縄県人口増加計画のののの策定策定策定策定をををを進進進進めていめていめていめてい
るるるる。。。。県人口県人口県人口県人口はははは2025202520252025年年年年のののの144144144144万人万人万人万人ををををピークピークピークピークにそのにそのにそのにその後減少後減少後減少後減少にににに転転転転じるとしているじるとしているじるとしているじるとしている。。。。計画計画計画計画のののの概要概要概要概要、、、、
展開展開展開展開するするするする施策施策施策施策のののの具体性等具体性等具体性等具体性等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 全国的全国的全国的全国的なななな産婦人科医師不足産婦人科医師不足産婦人科医師不足産婦人科医師不足のののの影響影響影響影響でででで、、、、県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいて民間総合病院民間総合病院民間総合病院民間総合病院でででで産科診療産科診療産科診療産科診療をををを廃止廃止廃止廃止
するところがするところがするところがするところが出出出出ておりておりておりており、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院へのへのへのへの依存度依存度依存度依存度がますますがますますがますますがますます高高高高まるとまるとまるとまると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応にににに
ついてついてついてついて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 新県立八重山病院新県立八重山病院新県立八重山病院新県立八重山病院のののの建設建設建設建設についてはについてはについてはについては、、、、2018201820182018年年年年のののの開院開院開院開院をををを目指目指目指目指しししし、、、、現在基本構想現在基本構想現在基本構想現在基本構想のののの策定策定策定策定
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がががが進進進進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、、、、建設場所建設場所建設場所建設場所にににに関関関関しししし、、、、地元地元地元地元からからからから要望要望要望要望のあるのあるのあるのある旧石垣空港跡地旧石垣空港跡地旧石垣空港跡地旧石垣空港跡地へのへのへのへの
移転移転移転移転についてについてについてについて、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例条例条例条例についてについてについてについて、、、、制定制定制定制定のののの狙狙狙狙いいいい
とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題・・・・問題点問題点問題点問題点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。。。。

ｵｵｵｵ 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待についてについてについてについて、、、、2012201220122012年度全国年度全国年度全国年度全国においてにおいてにおいてにおいて、、、、相談相談相談相談やややや通報通報通報通報をををを受受受受けたけたけたけた件数件数件数件数はははは、、、、６６６６万万万万6807680768076807件件件件
とととと過去最多過去最多過去最多過去最多をををを更新更新更新更新しているしているしているしている。。。。本県本県本県本県はははは、、、、363363363363件件件件でででで前年度前年度前年度前年度よりよりよりより減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが、、、、虐待虐待虐待虐待のののの芽芽芽芽をををを事事事事
前前前前にににに摘摘摘摘みみみみ取取取取るためのるためのるためのるための地域地域地域地域、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療、、、、警察等警察等警察等警察等のののの連携連携連携連携、、、、協力体制協力体制協力体制協力体制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。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県はははは、、、、健康健康健康健康・・・・長寿長寿長寿長寿おきなわのおきなわのおきなわのおきなわの復活復活復活復活をををを目指目指目指目指しししし、、、、全庁的全庁的全庁的全庁的なななな取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや官民一体官民一体官民一体官民一体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり
組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況とととと今後展開今後展開今後展開今後展開するするするする施策施策施策施策・・・・目標等目標等目標等目標等についてについてについてについて、、、、
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 政府政府政府政府はははは、、、、社会保障改革社会保障改革社会保障改革社会保障改革のののの最終報告最終報告最終報告最終報告でででで、、、、要介護要介護要介護要介護がががが比較的軽比較的軽比較的軽比較的軽いいいい「「「「要支援要支援要支援要支援１１１１、、、、２２２２」」」」をををを介護介護介護介護サーサーサーサー
ビスビスビスビスからからからから切切切切りりりり離離離離しししし市町村市町村市町村市町村にににに段階的段階的段階的段階的にににに移行移行移行移行させるさせるさせるさせる案案案案をををを示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、財政的財政的財政的財政的にににに厳厳厳厳しいしいしいしい県内県内県内県内
町村町村町村町村におけるにおけるにおけるにおける受受受受けけけけ入入入入れれれれ態勢態勢態勢態勢にににに問題問題問題問題はないかはないかはないかはないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2013201320132013年度全国学力年度全国学力年度全国学力年度全国学力テストテストテストテストでででで本県本県本県本県はははは、、、、全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位となったがとなったがとなったがとなったが、、、、今回今回今回今回のののの結果結果結果結果とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの結結結結
果果果果とのとのとのとの違違違違いいいい、、、、今後今後今後今後のののの改善改善改善改善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、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは、、、、小小小小・・・・中校中校中校中校におけるにおけるにおけるにおける家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問のありのありのありのあり方方方方をををを見直見直見直見直すすすす方針方針方針方針をををを固固固固めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、
そのそのそのその理由理由理由理由とととと見直見直見直見直しによるしによるしによるしによる児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒へのへのへのへの影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 厚生労働省研究班厚生労働省研究班厚生労働省研究班厚生労働省研究班のののの調査調査調査調査でででで、、、、全国全国全国全国のののの中中中中・・・・高生高生高生高生のののの8888....1111％、％、％、％、51515151万万万万8000800080008000人人人人ががががネットネットネットネット依存依存依存依存がががが強強強強くくくく
疑疑疑疑われるわれるわれるわれる病的病的病的病的なななな使用使用使用使用とととと判定判定判定判定されたされたされたされた。。。。睡眠障害睡眠障害睡眠障害睡眠障害などなどなどなど精神面精神面精神面精神面へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響がががが心配心配心配心配されるがされるがされるがされるが、、、、
本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況とととと予防予防予防予防のためののためののためののための教育教育教育教育、、、、治療体制治療体制治療体制治療体制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。。。。

ｴｴｴｴ 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの2012201220122012年度年度年度年度のののの調査調査調査調査でででで、、、、全国全国全国全国のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校などでなどでなどでなどで体罰体罰体罰体罰をしたとをしたとをしたとをしたと認定認定認定認定されたされたされたされた教教教教
員員員員についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県はははは、、、、163163163163人人人人にににに体罰体罰体罰体罰がががが認認認認められめられめられめられ、、、、公立公立公立公立のののの場合場合場合場合はははは、、、、153153153153人人人人でででで全国全国全国全国11111111位位位位といといといとい
うううう。。。。このこのこのこの結果結果結果結果についてについてについてについて、、、、県県県県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。。。。

ｵｵｵｵ 2011201120112011年度年度年度年度のののの県内高校県内高校県内高校県内高校のののの不登校率不登校率不登校率不登校率はははは全国平均全国平均全国平均全国平均のののの倍近倍近倍近倍近くにくにくにくに達達達達しししし、、、、５５５５年連続増加年連続増加年連続増加年連続増加しておりしておりしておりしており、、、、
そのそのそのその要因要因要因要因はははは、、、、本人本人本人本人にににに起因起因起因起因するのがするのがするのがするのが73737373％％％％とととと最最最最もももも多多多多いとのことだがいとのことだがいとのことだがいとのことだが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように分析分析分析分析しているしているしているしている
かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 環境省環境省環境省環境省はははは、、、、2013201320132013年度中年度中年度中年度中にににに慶良間諸島沿岸海域慶良間諸島沿岸海域慶良間諸島沿岸海域慶良間諸島沿岸海域をををを国立公園国立公園国立公園国立公園にににに指定指定指定指定するするするする方針方針方針方針をををを明明明明らかにらかにらかにらかに
したしたしたした。。。。指定指定指定指定にににに向向向向けたけたけたけた県県県県やややや関係村関係村関係村関係村のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、地域住民等地域住民等地域住民等地域住民等へのへのへのへの説明説明説明説明、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成などなどなどなど、、、、このこのこのこの
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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 奥武山運動公園奥武山運動公園奥武山運動公園奥武山運動公園のののの総合的総合的総合的総合的なななな整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、2016201620162016年度年度年度年度にににに奥武山公園陸上競技場奥武山公園陸上競技場奥武山公園陸上競技場奥武山公園陸上競技場ををををサッサッサッサッ
カーカーカーカー専用専用専用専用スタジアムスタジアムスタジアムスタジアムへへへへ建建建建てかえるとするてかえるとするてかえるとするてかえるとする那覇市那覇市那覇市那覇市のののの計画計画計画計画とととと整合性整合性整合性整合性をををを図図図図るるる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考考考考ええええ
るがるがるがるが、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｸｸｸｸ 2020202020202020年東京年東京年東京年東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピックのののの開催開催開催開催がががが決定決定決定決定したしたしたした。。。。経済的経済的経済的経済的なななな波及効果波及効果波及効果波及効果だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツにににに
対対対対するするするする期待期待期待期待もももも大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、今後児童生徒今後児童生徒今後児童生徒今後児童生徒にににに対対対対するするするする競技競技競技競技・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツのののの振興振興振興振興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っっっっ
ていくかていくかていくかていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育のののの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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としてとしてとして、、、、家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育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いるかえているかえているかえているか。。。。またまたまたまた、、、、家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育にどのようににどのようににどのようににどのように
取取取取りりりり組組組組んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育をもっとをもっとをもっとをもっと進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。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考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 新県立図書館建設新県立図書館建設新県立図書館建設新県立図書館建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでいたんでいたんでいたんでいた県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館にかわるにかわるにかわるにかわる、、、、新県立図書館整備新県立図書館整備新県立図書館整備新県立図書館整備のののの必要性必要性必要性必要性とととと県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館
のののの役割役割役割役割をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた、、、、整備方針整備方針整備方針整備方針・・・・基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 基本構想検討委員会基本構想検討委員会基本構想検討委員会基本構想検討委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、新県立図書館新県立図書館新県立図書館新県立図書館のののの整備整備整備整備・・・・建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地をどのようにをどのようにをどのようにをどのように選出選出選出選出
しししし、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの候補地候補地候補地候補地をどのようなをどのようなをどのようなをどのような視点視点視点視点からからからから評価評価評価評価したかしたかしたかしたか。。。。またまたまたまた、、、、現在進現在進現在進現在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旭橋旭橋旭橋旭橋
都市再開発都市再開発都市再開発都市再開発のののの那覇那覇那覇那覇バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル地区地区地区地区をををを最有力候補最有力候補最有力候補最有力候補とととと選定選定選定選定したしたしたした理由理由理由理由についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 新県立図書館新県立図書館新県立図書館新県立図書館のののの建設場所建設場所建設場所建設場所がががが決決決決まったことをまったことをまったことをまったことを受受受受けけけけ、、、、今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的なななな作業作業作業作業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールとととと
財源財源財源財源のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの調整調整調整調整についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｴｴｴｴ 新県立図書館新県立図書館新県立図書館新県立図書館のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして、、、、よりよりよりより多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが利活用利活用利活用利活用するするするする図書館図書館図書館図書館、、、、時代時代時代時代・・・・社会社会社会社会にににに即即即即したしたしたした
課題解決型図書館課題解決型図書館課題解決型図書館課題解決型図書館とととと位置位置位置位置づけているづけているづけているづけている。。。。そしてそしてそしてそして、、、、交通交通交通交通のののの利便性利便性利便性利便性、、、、公共公共公共公共サービスサービスサービスサービス機能等機能等機能等機能等とのとのとのとの
連携連携連携連携などをなどをなどをなどを選定選定選定選定のののの理由理由理由理由としていることからとしていることからとしていることからとしていることから、、、、県民県民県民県民がいつでもがいつでもがいつでもがいつでも利用利用利用利用できるできるできるできる、、、、早朝早朝早朝早朝のののの時間時間時間時間やややや
仕事帰仕事帰仕事帰仕事帰りなどりなどりなどりなど夜間利用夜間利用夜間利用夜間利用がががが可能可能可能可能なななな時間帯時間帯時間帯時間帯のののの設定等図書館運営設定等図書館運営設定等図書館運営設定等図書館運営のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改革改革改革改革がががが必要必要必要必要とととと
考考考考えるえるえるえる。。。。教育長教育長教育長教育長のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 旭橋駅周辺旭橋駅周辺旭橋駅周辺旭橋駅周辺のののの再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業についてについてについてについて、、、、那覇那覇那覇那覇バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル地区地区地区地区のののの整備整備整備整備にににに関関関関しししし、、、、バスバスバスバス事業事業事業事業
関係関係関係関係とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成はなされているかはなされているかはなされているかはなされているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第6666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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))
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 16161616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 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とととと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)))) 辺野古埋立承認申請辺野古埋立承認申請辺野古埋立承認申請辺野古埋立承認申請についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 利害関係者利害関係者利害関係者利害関係者のののの判断基準判断基準判断基準判断基準はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 意見書意見書意見書意見書のののの採用採用採用採用、、、、不採用不採用不採用不採用のののの件数件数件数件数とととと、、、、不採用不採用不採用不採用のののの理由理由理由理由はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事のののの承認承認承認承認のののの基準基準基準基準はははは何何何何かかかか。。。。地元市町村地元市町村地元市町村地元市町村がががが反対反対反対反対したしたしたした事例事例事例事例でででで県県県県がががが許可許可許可許可したしたしたした事例事例事例事例はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。
政治判断政治判断政治判断政治判断をををを加味加味加味加味するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 可否判断可否判断可否判断可否判断をするをするをするをする時期時期時期時期はいつかはいつかはいつかはいつか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めるめるめるめる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

ｱｱｱｱ 対米政府対米政府対米政府対米政府、、、、対米上対米上対米上対米上・・・・下院議員下院議員下院議員下院議員、、、、シンポシンポシンポシンポ等等等等でのでのでのでの日米合意日米合意日米合意日米合意にににに対対対対するするするする反応反応反応反応はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを推進推進推進推進するするするする自民党自民党自民党自民党２２２２国会議員国会議員国会議員国会議員のののの動向動向動向動向とととと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とのねじれについてとのねじれについてとのねじれについてとのねじれについて
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 国連機関国連機関国連機関国連機関でででで知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを表明表明表明表明するするするする機会機会機会機会をつくるをつくるをつくるをつくる考考考考えがあるかえがあるかえがあるかえがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 来年来年来年来年４４４４月月月月からからからから消費税消費税消費税消費税がががが８８８８％％％％にににに引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。県民所得県民所得県民所得県民所得のののの低低低低いいいい沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは消消消消
費税増税費税増税費税増税費税増税によるによるによるによる購買力低下購買力低下購買力低下購買力低下などがなどがなどがなどが懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが、、、、県民生活県民生活県民生活県民生活やややや県経済県経済県経済県経済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加へのへのへのへ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

ｱｱｱｱ 現在現在現在現在ののののＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉のののの進進進進状況状況状況状況はどのはどのはどのはどの程度把握程度把握程度把握程度把握しているかしているかしているかしているか。。。。交渉過程交渉過程交渉過程交渉過程もももも全全全全てててて秘密秘密秘密秘密なのかなのかなのかなのか
伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ、、、、畜産等畜産等畜産等畜産等をををを守守守守るためのるためのるためのるための県県県県のののの対応対応対応対応、、、、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。。。。

((((5555)))) 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 日米両政府間日米両政府間日米両政府間日米両政府間でどのでどのでどのでどの程度議論程度議論程度議論程度議論されされされされ、、、、県民県民県民県民のののの要求要求要求要求にににに沿沿沿沿ってってってって見直見直見直見直されているかされているかされているかされているか、、、、そのそのそのその評価評価評価評価
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。。。。

ｲｲｲｲ 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方策方策方策方策をををを立立立立てててててててて取取取取りりりり組組組組んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県のののの要請要請要請要請にににに対対対対してしてしてして、、、、国国国国からからからから文書文書文書文書でででで回答回答回答回答をもらっているかをもらっているかをもらっているかをもらっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使をををを可能可能可能可能とするとするとするとする憲法解釈憲法解釈憲法解釈憲法解釈をををを進進進進めているめているめているめている安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がががが集中集中集中集中するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄はははは最最最最もももも戦争戦争戦争戦争にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるおそれがあるがまれるおそれがあるがまれるおそれがあるがまれるおそれがあるが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄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にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした自治体外交自治体外交自治体外交自治体外交でででで戦争戦争戦争戦争にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれまれまれまれ
ないないないない県県県県のののの施策推進施策推進施策推進施策推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。。。。

((((7777)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 見直見直見直見直しをしをしをしを求求求求めるめるめるめる県県県県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 ９９９９月月月月12121212日日日日のののの台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船とのとのとのとの衝突事故衝突事故衝突事故衝突事故のののの状況状況状況状況とととと被害補償被害補償被害補償被害補償はどこがやるのかはどこがやるのかはどこがやるのかはどこがやるのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 台台台台・・・・日議連会長日議連会長日議連会長日議連会長のののの「「「「協定見直協定見直協定見直協定見直しにしにしにしに理解理解理解理解をををを示示示示したしたしたした」」」」とのとのとのとのマスコミマスコミマスコミマスコミ報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、そのそのそのその報道報道報道報道をををを
どうどうどうどう受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 住住住住みよくみよくみよくみよく魅力魅力魅力魅力あるあるあるある島島島島づくりづくりづくりづくり計画計画計画計画（（（（離島振興策離島振興策離島振興策離島振興策））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 長期的長期的長期的長期的、、、、総合的総合的総合的総合的なななな視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった離島振興離島振興離島振興離島振興のののの基本方向基本方向基本方向基本方向、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づくづくづくづく県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、関関関関
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係市町村計画係市町村計画係市町村計画係市町村計画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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島のののの遠隔性遠隔性遠隔性遠隔性によるによるによるによる不利性不利性不利性不利性をををを克服克服克服克服するためのするためのするためのするための交通交通交通交通・・・・生活生活生活生活コストコストコストコストのののの低減策低減策低減策低減策とととと島全体島全体島全体島全体のののの活活活活
力向上策力向上策力向上策力向上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 公平公平公平公平なななな教育機会教育機会教育機会教育機会のののの確保及確保及確保及確保及びびびび教育教育教育教育にににに係係係係るるるる負担負担負担負担のののの軽減策軽減策軽減策軽減策についてについてについてについて、、、、離島固有離島固有離島固有離島固有のののの課題解決課題解決課題解決課題解決
にににに向向向向けてのけてのけてのけての施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 進進進進状況状況状況状況とととと予算確保予算確保予算確保予算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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 民間機民間機民間機民間機とととと自衛隊機自衛隊機自衛隊機自衛隊機のののの離着陸回数離着陸回数離着陸回数離着陸回数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。。。。加加加加えてえてえてえて、、、、米軍機米軍機米軍機米軍機のののの共用共用共用共用をををを求求求求めめめめ
られるられるられるられる可能性可能性可能性可能性はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 増設増設増設増設にににに伴伴伴伴うううう騒音騒音騒音騒音コンターコンターコンターコンターのののの及及及及ぼすぼすぼすぼす範囲範囲範囲範囲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 環境保全環境保全環境保全環境保全についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような工法工法工法工法がががが検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか伺伺伺伺うううう。。。。

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・・・・高校高校高校高校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」「」「」「」「体罰体罰体罰体罰」」」」のののの実態実態実態実態とととと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。。。。

((((2222)))) 小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校のののの老朽校舎老朽校舎老朽校舎老朽校舎のののの建建建建てかえてかえてかえてかえ並並並並びにびにびにびに耐震化耐震化耐震化耐震化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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 文化文化文化文化のののの基層基層基層基層をなすをなすをなすをなす「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム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施策施策施策施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。。。。

((((4444)))) 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次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降のののの施策施策施策施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)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上のみがのみがのみがのみが目的化目的化目的化目的化されされされされ、、、、学校学校学校学校のののの選別選別選別選別、、、、差別化差別化差別化差別化にににに悪用悪用悪用悪用されかねないされかねないされかねないされかねない風潮風潮風潮風潮もあるもあるもあるもある。。。。本県本県本県本県
におけるにおけるにおけるにおける学力向上策学力向上策学力向上策学力向上策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課題課題課題課題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 教職員教職員教職員教職員のののの多忙化解消多忙化解消多忙化解消多忙化解消にににに向向向向けてのけてのけてのけての課題課題課題課題とととと施策施策施策施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)))) 公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの園児数園児数園児数園児数とととと入園率入園率入園率入園率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 保育時間保育時間保育時間保育時間のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 給食給食給食給食のののの実施状況実施状況実施状況実施状況とととと有料有料有料有料、、、、無料無料無料無料のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 教諭教諭教諭教諭・・・・保育士保育士保育士保育士のののの正規正規正規正規・・・・非正規非正規非正規非正規のののの割合割合割合割合についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 青少年青少年青少年青少年のののの健全育成策健全育成策健全育成策健全育成策、、、、特特特特にににに中高校生中高校生中高校生中高校生らのらのらのらの売買春防止策売買春防止策売買春防止策売買春防止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 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)))) 「「「「沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例案条例案条例案条例案」」」」のののの中中中中でででで、「、「、「、「インクルインクルインクルインクル
シブシブシブシブ」」」」教育教育教育教育・・・・社会社会社会社会のののの実現実現実現実現についてはについてはについてはについては、、、、なぜなぜなぜなぜ外外外外されているかされているかされているかされているか今後今後今後今後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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策についてについてについてについて
　　　　政府政府政府政府はははは「「「「待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化プランプランプランプラン」」」」でででで2017201720172017年度年度年度年度までのまでのまでのまでの５５５５年年年年でででで保育所定員保育所定員保育所定員保育所定員をををを40404040万人万人万人万人ふふふふ
やしやしやしやし「「「「待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロ」」」」とするとするとするとする目標目標目標目標をををを立立立立てたてたてたてた。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県のののの待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策はははは国国国国のののの方針方針方針方針にににに沿沿沿沿ってってってって見直見直見直見直すすすす考考考考えかえかえかえか。。。。見直見直見直見直したしたしたした場合場合場合場合のののの県県県県のののの施策施策施策施策にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「加速化加速化加速化加速化プランプランプランプラン」」」」にににに参加参加参加参加するするするする県内自治体数県内自治体数県内自治体数県内自治体数についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 50505050人以上人以上人以上人以上のののの待機児童待機児童待機児童待機児童がおりがおりがおりがおり、、、、計画計画計画計画をををを策定策定策定策定するようするようするようするよう義務義務義務義務づけられるづけられるづけられるづけられる市町村市町村市町村市町村のののの待機児童数待機児童数待機児童数待機児童数
についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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ににに対対対対するするするする航空機騒音防止対策事業航空機騒音防止対策事業航空機騒音防止対策事業航空機騒音防止対策事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 騒音防止対策事業騒音防止対策事業騒音防止対策事業騒音防止対策事業のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなるコンターコンターコンターコンター内内内内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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの「「「「指導監督基準指導監督基準指導監督基準指導監督基準」」」」にににに達達達達していないしていないしていないしていない保育園保育園保育園保育園はははは、、、、事業事業事業事業のののの対象外対象外対象外対象外になっているになっているになっているになっている。。。。
不公平不公平不公平不公平、、、、不平等不平等不平等不平等、、、、差別差別差別差別であるであるであるである。。。。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)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、施策施策施策施策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ７７７７対対対対１１１１看護体制確立看護体制確立看護体制確立看護体制確立にににに向向向向けてのけてのけてのけての現状現状現状現状、、、、課題課題課題課題、、、、施策施策施策施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 休診科休診科休診科休診科のののの現状現状現状現状とととと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。。。。

ｳｳｳｳ 八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの老朽化老朽化老朽化老朽化とととと移転計画移転計画移転計画移転計画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伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームのののの入所基準入所基準入所基準入所基準のののの引引引引きききき上上上上げげげげ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、、、、県内県内県内県内のののの高齢高齢高齢高齢
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者者者者にににに与与与与えるえるえるえる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。。。。

((((6666)))) 児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所におけるにおけるにおけるにおける定数定数定数定数、、、、職種別正規職種別正規職種別正規職種別正規・・・・非正規職員数非正規職員数非正規職員数非正規職員数、、、、勤務形態勤務形態勤務形態勤務形態、、、、昼夜相談件数等昼夜相談件数等昼夜相談件数等昼夜相談件数等にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 公共交通等施策公共交通等施策公共交通等施策公共交通等施策についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道等導入鉄軌道等導入鉄軌道等導入鉄軌道等導入にににに向向向向けてけてけてけて、、、、国国国国とととと県県県県のののの調査目的調査目的調査目的調査目的とととと内容内容内容内容のののの概要比較概要比較概要比較概要比較、、、、県県県県のののの新新新新たなたなたなたな公共交通公共交通公共交通公共交通シシシシ
ステムステムステムステムのののの総合的総合的総合的総合的なななな施策施策施策施策とのとのとのとの関係関係関係関係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 戦後処理戦後処理戦後処理戦後処理についてについてについてについて

((((1111)))) 不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処理実績処理実績処理実績処理実績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。。。。

((((2222)))) 戦死者戦死者戦死者戦死者、、、、遺族等遺族等遺族等遺族等ののののＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ鑑定鑑定鑑定鑑定についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 戦争被害補償戦争被害補償戦争被害補償戦争被害補償のののの法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠はははは何何何何かかかか。。。。一般住民一般住民一般住民一般住民のののの人的人的人的人的、、、、物的被害物的被害物的被害物的被害のののの補償制度補償制度補償制度補償制度のののの確立確立確立確立にににに向向向向
けてけてけてけて県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第6666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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))
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 15151515分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（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ににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは軍転協軍転協軍転協軍転協のののの市町村長市町村長市町村長市町村長とともにとともにとともにとともに安倍晋三首相安倍晋三首相安倍晋三首相安倍晋三首相にににに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中止配備中止配備中止配備中止やややや日米地位協日米地位協日米地位協日米地位協
定定定定のののの抜本改定抜本改定抜本改定抜本改定などをなどをなどをなどを求求求求めるめるめるめる要請書要請書要請書要請書をををを手交手交手交手交したしたしたした。。。。今回今回今回今回のののの要請書要請書要請書要請書はははは、「、「、「、「40404040年分年分年分年分のいろいろなのいろいろなのいろいろなのいろいろな
要請要請要請要請がががが入入入入っているっているっているっている」」」」としてとしてとしてとして切実切実切実切実にににに改良改良改良改良、、、、改善改善改善改善をををを訴訴訴訴えたとしているがえたとしているがえたとしているがえたとしてい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いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは山本一太沖縄担当相山本一太沖縄担当相山本一太沖縄担当相山本一太沖縄担当相にににに基地負担軽減要請基地負担軽減要請基地負担軽減要請基地負担軽減要請のののの際際際際にににに「「「「応分応分応分応分のののの基地負担基地負担基地負担基地負担はははは必要必要必要必要だとだとだとだと
思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、それははるかにそれははるかにそれははるかにそれははるかに超超超超えているえているえているえている」」」」とととと指摘指摘指摘指摘したとされているがしたとされているがしたとされているがしたとされているが応分応分応分応分のののの基地負担基地負担基地負担基地負担とはとはとはとは
どのようなことかどのようなことかどのようなことかどのようなことか。。。。

((((3333)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場汚染問題場汚染問題場汚染問題場汚染問題でででで沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局のののの調査調査調査調査ではではではでは検出検出検出検出されなかったされなかったされなかったされなかったＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢがががが沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの
主体的主体的主体的主体的なななな調査調査調査調査でででで明明明明らかになるらかになるらかになるらかになる等等等等、、、、自治体自治体自治体自治体によるによるによるによるクロスチェッククロスチェッククロスチェッククロスチェックのののの視点視点視点視点がががが生生生生きたきたきたきた。。。。このこのこのこの沖縄沖縄沖縄沖縄
市市市市のののの独自独自独自独自のののの調査調査調査調査についてそのについてそのについてそのについてその意義意義意義意義とととと成果成果成果成果をををを県県県県はどうはどうはどうは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。。。。

((((4444)))) ＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060救難救難救難救難ヘリヘリヘリヘリのののの事故事故事故事故のののの原因究明原因究明原因究明原因究明がなされないままのがなされないままのがなされないままのがなされないままの飛行再開飛行再開飛行再開飛行再開にににに容認容認容認容認のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したしたしたした小小小小
野寺防衛相野寺防衛相野寺防衛相野寺防衛相にににに対対対対するするするする県県県県のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリ宜野座墜落事故宜野座墜落事故宜野座墜落事故宜野座墜落事故のののの現場上空周辺現場上空周辺現場上空周辺現場上空周辺をををを民間航空機民間航空機民間航空機民間航空機のののの航行航行航行航行についてについてについてについて、、、、米軍米軍米軍米軍はははは航空情航空情航空情航空情
報報報報（（（（ノータムノータムノータムノータム））））をををを通知通知通知通知しししし飛行飛行飛行飛行をををを制限制限制限制限したしたしたした。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに主権侵害主権侵害主権侵害主権侵害とととと言言言言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。。。。

((((6666)))) 県環境影響評価委員会県環境影響評価委員会県環境影響評価委員会県環境影響評価委員会はははは米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場にににに建設中建設中建設中建設中ののののヘリヘリヘリヘリ着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯についてについてについてについてオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの
運用運用運用運用がががが評価評価評価評価されていないことやされていないことやされていないことやされていないことや造成造成造成造成するするするする場所場所場所場所がががが険険険険しいしいしいしい崖崖崖崖のののの近近近近くにくにくにくに盛盛盛盛りりりり土土土土するするするする工法工法工法工法やややや強強強強
度度度度、、、、動植物動植物動植物動植物へのへのへのへの影響影響影響影響もももも評価評価評価評価がががが不十分不十分不十分不十分だとしだとしだとしだとし再評価再評価再評価再評価のののの必要性必要性必要性必要性をををを指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。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。。。。

((((7777)))) 北部訓練場東村高江北部訓練場東村高江北部訓練場東村高江北部訓練場東村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建設建設建設はははは急峻急峻急峻急峻なななな場所場所場所場所にににに設定設定設定設定されていることからされていることからされていることからされていることから土砂崩落土砂崩落土砂崩落土砂崩落
のののの危険性危険性危険性危険性がありがありがありがあり、、、、既既既既にににに工事工事工事工事がががが完了完了完了完了したしたしたした箇所箇所箇所箇所のののの崩落崩落崩落崩落もももも起起起起こりこりこりこり土質土質土質土質がががが緩緩緩緩いいいい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。これらこれらこれらこれら
をををを考考考考えるとえるとえるとえると訓練場訓練場訓練場訓練場にににに不適不適不適不適でありでありでありであり、、、、完成完成完成完成したしたしたしたヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドのののの提供提供提供提供をしないことやをしないことやをしないことやをしないことや工事工事工事工事のののの中止中止中止中止をををを求求求求
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。。。。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。。。。

2222 地域地域地域地域をををを支支支支えるえるえるえる産業産業産業産業のののの育成育成育成育成にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 中小企業中小企業中小企業中小企業のののの活力活力活力活力をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるため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)))) 地域地域地域地域コミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティーのののの拠点拠点拠点拠点であるであるであるである商店街商店街商店街商店街のののの再生再生再生再生、、、、中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化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
みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業のののの現状現状現状現状とととと育成支援育成支援育成支援育成支援のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業のののの振興振興振興振興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育成育成育成育成についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

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ににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの目指目指目指目指すすすす農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業、、、、亜熱帯性気候亜熱帯性気候亜熱帯性気候亜熱帯性気候やややや地理的特性地理的特性地理的特性地理的特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした基本的基本的基本的基本的なななな振興施策振興施策振興施策振興施策
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)))) おきなわおきなわおきなわおきなわブランドブランドブランドブランドをををを確立確立確立確立しししし、、、、拠点産地拠点産地拠点産地拠点産地をををを形成形成形成形成しししし高品質高品質高品質高品質かつかつかつかつ安全安心安全安心安全安心安全安心なななな農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物をををを消費消費消費消費
者者者者やややや市場市場市場市場にににに安定的安定的安定的安定的にににに供給供給供給供給できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みづくりはみづくりはみづくりはみづくりは、、、、消費者消費者消費者消費者にににに喜喜喜喜ばれるのはもちろんばれるのはもちろんばれるのはもちろんばれるのはもちろん、、、、農家農家農家農家
にとってもにとってもにとってもにとっても生産意欲生産意欲生産意欲生産意欲のののの向上向上向上向上につながりにつながりにつながりにつながり大大大大きなきなきなきな戦略戦略戦略戦略であるであるであるである。。。。そのそのそのその施策施策施策施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)))) 農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの流通流通流通流通、、、、販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの地産地消地産地消地産地消地産地消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はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((5555)))) 農村整備事業農村整備事業農村整備事業農村整備事業でのでのでのでの農地整備状況農地整備状況農地整備状況農地整備状況、、、、今後今後今後今後のののの米軍跡地用地米軍跡地用地米軍跡地用地米軍跡地用地のののの事業導入事業導入事業導入事業導入などなどなどなど課題課題課題課題とそのとそのとそのとその取取取取りりりり
組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。
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4444 雇用失業対策雇用失業対策雇用失業対策雇用失業対策にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの雇用雇用雇用雇用・・・・失業失業失業失業のののの現状現状現状現状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、、、、またまたまたまた男女別男女別男女別男女別・・・・年齢別年齢別年齢別年齢別のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 正規正規正規正規・・・・非正規雇用労働者非正規雇用労働者非正規雇用労働者非正規雇用労働者のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 障害者障害者障害者障害者のののの就業環境就業環境就業環境就業環境とととと雇用実態雇用実態雇用実態雇用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。。。。

((((4444)))) 若年者若年者若年者若年者のののの完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして高失業状況高失業状況高失業状況高失業状況にあるがにあるがにあるがにあるが改善改善改善改善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。。。。

((((5555)))) ニートニートニートニート状態状態状態状態にあるにあるにあるにある若者若者若者若者のののの自立支援自立支援自立支援自立支援のためにはのためにはのためにはのためには就業支援以前就業支援以前就業支援以前就業支援以前にににに職業意識職業意識職業意識職業意識のののの啓発啓発啓発啓発、、、、社会適社会適社会適社会適
用支援用支援用支援用支援がががが求求求求められようそのめられようそのめられようそのめられようその取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 観光振興観光振興観光振興観光振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 豊豊豊豊なななな自然環境自然環境自然環境自然環境、、、、島島島島々々々々のののの持持持持つつつつ魅力魅力魅力魅力、、、、独自独自独自独自のののの歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化などがなどがなどがなどが醸醸醸醸しししし出出出出すすすす心癒心癒心癒心癒やされるさまざやされるさまざやされるさまざやされるさまざ
まなまなまなまな沖縄沖縄沖縄沖縄のののの魅力魅力魅力魅力をををを生生生生かしかしかしかし訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方々々々々にににに満喫満喫満喫満喫できるできるできるできる観光施策観光施策観光施策観光施策のののの基本的基本的基本的基本的なななな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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 戦略的戦略的戦略的戦略的なななな観光施策観光施策観光施策観光施策をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで訪訪訪訪れたれたれたれた方方方方々々々々のののの動向動向動向動向をををを把握把握把握把握することはすることはすることはすることは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。アンアンアンアン
ケートケートケートケートによるによるによるによる調査調査調査調査はははは毎年行毎年行毎年行毎年行われているがどのようにわれているがどのようにわれているがどのようにわれているがどのように推移推移推移推移しししし分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行のののの取取取取りりりり組組組組みにつてはみにつてはみにつてはみにつては体験交流体験交流体験交流体験交流をををを通通通通してのしてのしてのしての民泊事業民泊事業民泊事業民泊事業とととと連結連結連結連結がががが顕著顕著顕著顕著であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが
現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。

((((4444)))) 「「「「またまたまたまた来来来来たいたいたいたい」」」」とととと何度何度何度何度もももも来来来来ていただけるようなていただけるようなていただけるようなていただけるようなリピーターリピーターリピーターリピーター拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けてのけてのけてのけての仕掛仕掛仕掛仕掛けもけもけもけも必要必要必要必要だとだとだとだと
思思思思うがそのうがそのうがそのうがその取取取取りりりり組組組組みについてはどうかみについてはどうかみについてはどうかみについてはどうか。。。。

((((5555)))) リゾートホテルリゾートホテルリゾートホテルリゾートホテルなどのなどのなどのなどの国内国内国内国内、、、、海外海外海外海外からのからのからのからの観光客呼観光客呼観光客呼観光客呼びびびび込込込込みにもみにもみにもみにも貢献貢献貢献貢献できているできているできているできているリゾートウエリゾートウエリゾートウエリゾートウエ
ディングディングディングディングのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ誘致状況誘致状況誘致状況誘致状況はどのようなはどのようなはどのようなはどのような推移推移推移推移かかかか。。。。

((((6666)))) 身障者専用宿泊施設身障者専用宿泊施設身障者専用宿泊施設身障者専用宿泊施設のののの整備整備整備整備についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような取取取取りりりり組組組組みがなされているかみがなされているかみがなされているかみがなされているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 地域案内地域案内地域案内地域案内ガイドガイドガイドガイド、、、、平和平和平和平和ガイドガイドガイドガイドなどのなどのなどのなど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捉捉捉捉ええええ、、、、育成支援育成支援育成支援育成支援についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。

((((8888)))) 観光地観光地観光地観光地へのへのへのへの誘導誘導誘導誘導、、、、位置位置位置位置をををを示示示示すすすす案内看板案内看板案内看板案内看板のののの設置設置設置設置がががが他県他県他県他県にににに比比比比べおくれをとっているようにべおくれをとっているようにべおくれをとっているようにべおくれをとっているように思思思思
うううう。。。。案内板案内板案内板案内板はははは旅旅旅旅のののの満足度満足度満足度満足度にもにもにもにも大大大大きくきくきくきく関係関係関係関係するものとするものとするものとするものと思思思思うがうがうがうが現状現状現状現状とととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 国際通国際通国際通国際通りりりり周辺周辺周辺周辺のののの観光観光観光観光バスバスバスバスのののの乗降及乗降及乗降及乗降及びびびびバスバスバスバス待機場待機場待機場待機場のののの確保確保確保確保はははは早急早急早急早急なななな課題課題課題課題とととと考考考考えるがどのようえるがどのようえるがどのようえるがどのよう
なななな取取取取りりりり組組組組みがなされているかみがなされているかみがなされているかみがなされているか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 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ににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 県内建設業県内建設業県内建設業県内建設業のののの工事受注工事受注工事受注工事受注をををを拡大拡大拡大拡大しししし安定的安定的安定的安定的なななな経営経営経営経営をををを形成形成形成形成させるためのさせるためのさせるためのさせるため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)))) 公共工事公共工事公共工事公共工事のののの県内業者県内業者県内業者県内業者のののの受注機会受注機会受注機会受注機会のののの確保及確保及確保及確保及びびびび米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事へのへのへのへの参入促進参入促進参入促進参入促進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。。。。

((((3333)))) 建設業建設業建設業建設業のののの農林水産業分野農林水産業分野農林水産業分野農林水産業分野などのなどのなどのなどの経営多角化経営多角化経営多角化経営多角化をををを促進促進促進促進するするするする取取取取りりりり組組組組みがなされているがどのよみがなされているがどのよみがなされているがどのよみがなされているがどのよ
うなうなうなうな成果成果成果成果があるかがあるかがあるかがあるか。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県のののの道路整備計画道路整備計画道路整備計画道路整備計画においてにおいてにおいてにおいて本島東側本島東側本島東側本島東側とととと西側西側西側西側をををを結結結結ぶぶぶぶアクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路のののの整備整備整備整備、、、、特特特特にににに米軍基米軍基米軍基米軍基
地地地地がががが中心位置中心位置中心位置中心位置あるあるあるある中部中部中部中部のはしごのはしごのはしごのはしご道路道路道路道路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されているかづけされているかづけされているかづけされているか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 環境行政環境行政環境行政環境行政にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 水産資源水産資源水産資源水産資源、、、、観光資源観光資源観光資源観光資源としてとしてとしてとして貴重貴重貴重貴重ななななサンゴサンゴサンゴサンゴがががが海面気温海面気温海面気温海面気温のののの上昇上昇上昇上昇によりによりによりにより白化現象白化現象白化現象白化現象がががが広範囲広範囲広範囲広範囲にににに見見見見
られるとされるがどのようなられるとされるがどのようなられるとされるがどのようなられるとされるがどのような状況状況状況状況かかかか、、、、対策対策対策対策についてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにについてはどのように臨臨臨臨むのかむのかむのかむのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは赤土流出赤土流出赤土流出赤土流出のののの削減目標削減目標削減目標削減目標をををを定定定定めためためためた赤土等流出防止対策基本計画赤土等流出防止対策基本計画赤土等流出防止対策基本計画赤土等流出防止対策基本計画をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。そのそのそのその概要概要概要概要
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 赤土流出赤土流出赤土流出赤土流出のののの大部分大部分大部分大部分はははは農地農地農地農地からのからのからのからの流出流出流出流出であるであるであるである、、、、削減目標削減目標削減目標削減目標をををを達成達成達成達成できるにはできるにはできるにはできるには農地農地農地農地からのからのからのからの流流流流
出対策出対策出対策出対策ののののウエートウエートウエートウエートがががが大大大大きいきいきいきい、、、、どのようなどのようなどのようなどのような策策策策でででで臨臨臨臨むのかむのかむのかむのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 茂茂茂茂みやみやみやみや海岸沿海岸沿海岸沿海岸沿いなどいなどいなどいなど不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない、、、、摘発摘発摘発摘発をををを含含含含めめめめ実態実態実態実態はどのようになっているはどのようになっているはどのようになっているはどのようになっている
かかかか、、、、またまたまたまた対策対策対策対策はどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているか伺伺伺伺うううう。。。。


