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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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

1111 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 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県外移設県外移設県外移設県外移設のののの公約公約公約公約についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事公約知事公約知事公約知事公約はははは「「「「日米共同声明日米共同声明日米共同声明日米共同声明をををを見直見直見直見直しししし県外移設県外移設県外移設県外移設のののの実現実現実現実現」」」」ということだがこのということだがこのということだがこのということだがこの公約公約公約公約はははは生生生生きてきてきてきて
いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請のののの承認承認承認承認とととと公約公約公約公約はははは明明明明らかにらかにらかにらかに矛盾矛盾矛盾矛盾するとするとするとする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。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内のののの普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの運用停止閉鎖運用停止閉鎖運用停止閉鎖運用停止閉鎖」」」」とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような状態状態状態状態をををを言言言言うのかうのかうのかうのか。。。。またまたまたまた政府政府政府政府のののの
取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事はははは普天間普天間普天間普天間のののの移設問題移設問題移設問題移設問題についてはについてはについてはについては「「「「あれはあれはあれはあれは道筋道筋道筋道筋がついたがついたがついたがついた」（」（」（」（６６６６月月月月17171717日琉球新報日琉球新報日琉球新報日琉球新報））））とととと述述述述
べているがべているがべているがべているが真意真意真意真意はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) ６６６６････23232323平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ６６６６････23232323平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる文言文言文言文言についてについてについてについて当初県外移設当初県外移設当初県外移設当初県外移設がががが削除削除削除削除されていたとされていたとされていたとされていたと報報報報じられているじられているじられているじられている。。。。
経過経過経過経過についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明されたしされたしされたしされたし。。。。

ｲｲｲｲ 宣言文宣言文宣言文宣言文のののの作成作成作成作成についてについてについてについて民間人民間人民間人民間人もももも含含含含めためためためた起草委員会起草委員会起草委員会起草委員会のようなものをつくりのようなものをつくりのようなものをつくりのようなものをつくり対応対応対応対応したらどうしたらどうしたらどうしたらどう
かかかか。。。。

((((3333)))) 集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

2222 辺野古埋立申請承認等辺野古埋立申請承認等辺野古埋立申請承認等辺野古埋立申請承認等にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 11111111月月月月12121212日提出日提出日提出日提出のののの中間報告中間報告中間報告中間報告とととと土建部土建部土建部土建部のののの審査結果審査結果審査結果審査結果、、、、申請承認申請承認申請承認申請承認のののの経過経過経過経過をををを説明説明説明説明されたしされたしされたしされたし。。。。

((((2222)))) 「「「「普天間普天間普天間普天間」」」」のののの代替施設工事代替施設工事代替施設工事代替施設工事にににに向向向向けてけてけてけて立入操業制限水域立入操業制限水域立入操業制限水域立入操業制限水域のののの大幅拡大大幅拡大大幅拡大大幅拡大にににに日米日米日米日米がががが合意合意合意合意したとしたとしたとしたと報報報報
じられているがじられているがじられているがじられているが法的法的法的法的にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような根拠根拠根拠根拠があるとがあるとがあるとがあると考考考考えているかえているかえているかえているか。（。（。（。（５５５５････15151515メモメモメモメモ、、、、地位協定地位協定地位協定地位協定、、、、漁漁漁漁
業操業制限法業操業制限法業操業制限法業操業制限法））））

((((3333)))) またまたまたまた、、、、このこのこのこの制限区域制限区域制限区域制限区域とととと工事工事工事工事のののの施行区域施行区域施行区域施行区域がががが同一範囲同一範囲同一範囲同一範囲であることについてのであることについてのであることについてのであることについての見解見解見解見解はははは。。。。

((((4444)))) 移設関連工事移設関連工事移設関連工事移設関連工事がががが進進進進んでいけばんでいけばんでいけばんでいけば反対派反対派反対派反対派にににに対対対対するするするする取取取取りりりり締締締締まりがまりがまりがまりが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。何何何何としてもとしてもとしてもとしても県民同県民同県民同県民同
士士士士のののの衝突衝突衝突衝突とととと分断分断分断分断はははは避避避避けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。県県県県としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((5555)))) 2011201120112011年年年年のののの評価書評価書評価書評価書にはにはにはには係船機能係船機能係船機能係船機能つきつきつきつき護岸護岸護岸護岸はははは200200200200メートルメートルメートルメートル、、、、2013201320132013年年年年3333月月月月のののの公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認
願書願書願書願書ではではではでは271271271271メートルになっているメートルになっているメートルになっているメートルになっている。。。。またまたまたまた斜路斜路斜路斜路もももも設設設設けられているけられているけられているけられている。。。。これらはこれらはこれらはこれらは揚揚揚揚陸艇陸艇陸艇陸艇（（（（ＬＣＡＣＬＣＡＣＬＣＡＣＬＣＡＣ））））
やややや高速輸送高速輸送高速輸送高速輸送船船船船のののの運用運用運用運用がががが可可可可能能能能となりとなりとなりとなり明明明明らかにらかにらかにらかに軍港軍港軍港軍港機能機能機能機能だとだとだとだ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はははは。。。。

3333 県民生県民生県民生県民生活活活活のののの実態実態実態実態についてについてについてについて

((((1111)))) 以以以以下下下下のののの項目項目項目項目ののののそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ過過過過去去去去10101010年間年間年間年間のののの推推推推移移移移についてについてについてについて総括総括総括総括的見解的見解的見解的見解をををを。。。。またまたまたまた全国比全国比全国比全国比ではどうではどうではどうではどう
かかかか。。。。

ｱｱｱｱ 国国国国民年民年民年民年金金金金のののの納付納付納付納付状状状状況況況況

ｲｲｲｲ 生生生生活保活保活保活保護護護護所帯所帯所帯所帯

ｳｳｳｳ 就学援助受給就学援助受給就学援助受給就学援助受給者者者者

ｴｴｴｴ 県県県県最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金

ｵｵｵｵ 離婚数離婚数離婚数離婚数とととと婚姻数婚姻数婚姻数婚姻数

ｶｶｶｶ １１１１人当人当人当人当たりたりたりたり県民県民県民県民所得所得所得所得
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4444 交通交通交通交通政政政政策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国道道道道55558888号号号号などのなどのなどのなどの朝朝朝朝・・・・夕夕夕夕のののの混雑混雑混雑混雑はははは深刻深刻深刻深刻。。。。対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 鉄鉄鉄鉄道道道道導導導導入入入入についてについてについてについて進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを問問問問うううう。。。。

5555 統統統統合合合合リゾリゾリゾリゾートートートート（（（（ＩＲＩＲＩＲＩＲ））））施設施設施設施設、、、、カジノカジノカジノカジノのののの導導導導入入入入についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの基本基本基本基本的考的考的考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

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問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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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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 普天間普天間普天間普天間基基基基地移設問題地移設問題地移設問題地移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事発発発発言言言言についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの危険性危険性危険性危険性除除除除去去去去はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題であるであるであるである」」」」とのとのとのとの発発発発言言言言をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しされたがしされたがしされたがしされたが、、、、喫緊喫緊喫緊喫緊とはとはとはとは
どういうどういうどういうどういう意意意意味味味味かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの固固固固定定定定化発化発化発化発言言言言にににに対対対対しししし「「「「政治政治政治政治のののの堕落堕落堕落堕落」」」」であるとであるとであるとであると切切切切りりりり捨捨捨捨てたがてたがてたがてたが、、、、現現現現在在在在のののの考考考考えはどうえはどうえはどうえはどう
かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 昨昨昨昨年年年年12121212月月月月25252525日日日日首相官邸首相官邸首相官邸首相官邸でのでのでのでの発発発発言言言言のののの中中中中でででで「「「「よいよいよいよい正正正正月月月月をををを迎迎迎迎えられるえられるえられるえられる」」」」とのとのとのとの発発発発言言言言があったがあったがあったがあった。。。。そそそそ
のののの真意真意真意真意、、、、心情心情心情心情をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設がががが新新新新基基基基地地地地ではなくではなくではなくではなく代替代替代替代替基基基基地地地地であるというであるというであるというであるという根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 辺野古埋立申請書辺野古埋立申請書辺野古埋立申請書辺野古埋立申請書にににに対対対対するするするするジュゴンジュゴンジュゴンジュゴン、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ、、、、埋立土埋立土埋立土埋立土砂砂砂砂によるによるによるによる外外外外来種混来種混来種混来種混入入入入についてについてについてについて
防防防防衛衛衛衛局局局局のののの最終回最終回最終回最終回答答答答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。。。。

ｲｲｲｲ ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴン、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ、、、、外外外外来種混来種混来種混来種混入入入入にににに対対対対しししし土土土土木木木木部部部部がががが「「「「十十十十分分分分配慮配慮配慮配慮」」」」されているとされているとされているとされていると判判判判断断断断したしたしたした根根根根
拠拠拠拠はははは何何何何かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事のののの承認承認承認承認はははは政治的政治的政治的政治的判判判判断断断断によるものではないとするによるものではないとするによるものではないとするによるものではないとする根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。

2222 基基基基地地地地とととと経経経経済済済済についてについてについてについて

((((1111)))) 基基基基地経地経地経地経済済済済へへへへのののの直直直直近近近近のののの依存度依存度依存度依存度はははは何何何何％％％％かかかか。。。。

((((2222)))) 既返還基既返還基既返還基既返還基地地地地跡跡跡跡地地地地（（（（新新新新都心都心都心都心・・・・小禄金城小禄金城小禄金城小禄金城・・・・桑江北前桑江北前桑江北前桑江北前））））のののの返還前返還前返還前返還前とととと返還後返還後返還後返還後のののの経経経経済効済効済効済効果果果果とととと雇雇雇雇用用用用効効効効
果果果果をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 返還返還返還返還予定予定予定予定基基基基地地地地跡跡跡跡地地地地（（（（普天間普天間普天間普天間・キャンプ・キャンプ・キャンプ・キャンプ桑江桑江桑江桑江・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・・・・牧港補給牧港補給牧港補給牧港補給地区地区地区地区・・・・那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾））））のののの
現現現現在在在在のののの経経経経済効済効済効済効果果果果とととと雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果、、、、返還後返還後返還後返還後のののの経経経経済効済効済効済効果果果果とととと雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果をををを問問問問うううう。。。。

3333 医療医療医療医療行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 医師不足医師不足医師不足医師不足についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現現現現在在在在、、、、県立県立県立県立病院病院病院病院のののの医師不足医師不足医師不足医師不足はははは何名何名何名何名かかかか。。。。

((((2222)))) 医師確保医師確保医師確保医師確保対対対対策策策策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医師確保医師確保医師確保医師確保関連事業関連事業関連事業関連事業のののの直直直直近近近近３３３３年間年間年間年間のののの予予予予算算算算はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｲｲｲｲ 予予予予算算算算とととと医師確保医師確保医師確保医師確保のののの費費費費用対用対用対用対効効効効果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 琉球大琉球大琉球大琉球大学学学学へへへへ年間年間年間年間幾幾幾幾らららら投投投投じているかじているかじているかじているか、、、、またまたまたまた県県県県へへへへのののの医師医師医師医師派派派派遣遣遣遣はははは何名何名何名何名かかかか（（（（３３３３年間年間年間年間）。）。）。）。

ｴｴｴｴ 琉球大琉球大琉球大琉球大学学学学からのからのからのからの医師医師医師医師派派派派遣遣遣遣はははは減少傾減少傾減少傾減少傾向向向向にあるとにあるとにあるとにあると認認認認識識識識しているがしているがしているがしているがそそそそのののの原因原因原因原因とととと対対対対策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県立県立県立県立八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの改築改築改築改築についてについてについてについて進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。



4

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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

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

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

((((1111)))) 政府政府政府政府のののの成長成長成長成長戦略戦略戦略戦略やややや骨太骨太骨太骨太方方方方針針針針でででで沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの推推推推進進進進がががが大大大大きくきくきくきく打打打打ちちちち出出出出されているされているされているされている。。。。県知事県知事県知事県知事選挙選挙選挙選挙とととと
リンクリンクリンクリンク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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドのののの「「「「通通通通行行行行妨害禁妨害禁妨害禁妨害禁止止止止」」」」裁判裁判裁判裁判、、、、スラップスラップスラップスラップ訴訟訴訟訴訟訴訟としてとしてとしてとして全国全国全国全国からからからから注目注目注目注目されたがされたがされたがされたが、、、、住住住住民民民民
敗訴敗訴敗訴敗訴がががが確確確確定定定定したしたしたした。。。。住住住住民民民民のののの基基基基地反対運地反対運地反対運地反対運動動動動にににに対対対対するするするする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。。。。

((((3333)))) 変化変化変化変化するするするする海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの役割役割役割役割とととと在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの駐留駐留駐留駐留意意意意義義義義についてについてについてについて県県県県はこれまでどのようにはこれまでどのようにはこれまでどのようにはこれまでどのように検証検証検証検証しししし
てきたかてきたかてきたかてきたか。。。。

((((4444)))) イタリアイタリアイタリアイタリアのののの「「「「基基基基地使用協定地使用協定地使用協定地使用協定」、」、」、」、ドイツドイツドイツドイツのののの「「「「ボンボンボンボン補足補足補足補足協定協定協定協定のののの改改改改定定定定」」」」をををを参参参参考考考考にににに「「「「基基基基地使用協定地使用協定地使用協定地使用協定」」」」締締締締
結結結結をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((5555)))) ５５５５月月月月ににににフィリピンフィリピンフィリピンフィリピンからからからから嘉手納基嘉手納基嘉手納基嘉手納基地地地地にににに向向向向かうかうかうかう途途途途中中中中のののの米米米米軍軍軍軍ヘリヘリヘリヘリがががが宮宮宮宮古古古古空港空港空港空港へへへへ着陸着陸着陸着陸したしたしたした際際際際、、、、米米米米兵兵兵兵
がががが検疫検疫検疫検疫をををを受受受受けけけけずずずず滞在滞在滞在滞在したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、そそそそのののの対応対応対応対応とととと今後今後今後今後のののの対対対対策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 ハハハハーーーーググググ条条条条約約約約加盟加盟加盟加盟へへへへ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

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの国際国際国際国際結結結結婚婚婚婚のののの状状状状況況況況、、、、５５５５年間年間年間年間のののの推推推推移移移移、、、、全国比全国比全国比全国比についてについてについてについて

((((2222)))) 条条条条約締結約締結約締結約締結にににに伴伴伴伴うううう本本本本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状状状況況況況とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 伝統伝統伝統伝統工工工工芸産芸産芸産芸産業業業業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)))) 伝統伝統伝統伝統工工工工芸製品芸製品芸製品芸製品のののの５５５５年間年間年間年間のののの生生生生産額産額産額産額のののの推推推推移移移移についてについてについてについて

((((2222)))) 工工工工芸芸芸芸士士士士のののの育育育育成成成成、、、、販販販販路拡大等路拡大等路拡大等路拡大等、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況とととと今後今後今後今後のののの振興振興振興振興計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 ママママリンレジャリンレジャリンレジャリンレジャーのーのーのー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)))) ママママリンレジャリンレジャリンレジャリンレジャーーーー推推推推進進進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みみみ状状状状況況況況とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 海海海海のののの事事事事故故故故のののの実態実態実態実態とととと安安安安全全全全対対対対策策策策についてについてについてについて

5555 自民自民自民自民党党党党のののの「「「「日日日日本本本本再再再再生生生生ビビビビジジジジョョョョンンンン」」」」にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれたププププロロロロ野球野球野球野球11116666球団球団球団球団構構構構想想想想にににに沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの名名名名前前前前がががが挙挙挙挙がっがっがっがっ
ているがているがているがているが、、、、実現実現実現実現性性性性はどうかはどうかはどうかはどうか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 全国全国全国全国的的的的にににに携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話をををを通通通通じてじてじてじて犯罪犯罪犯罪犯罪にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるまれるまれるまれる事事事事件件件件ががががふふふふえているえているえているえている。。。。県内県内県内県内児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの状状状状況況況況とととと
携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話のののの所所所所持持持持のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 各各各各県県県県、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村にあるにあるにあるにある慰霊碑慰霊碑慰霊碑慰霊碑のののの管理管理管理管理状状状状況況況況とととと管理管理管理管理体制体制体制体制、、、、今後今後今後今後のののの課課課課題題題題についてについてについてについて

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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 地域公共地域公共地域公共地域公共交通総交通総交通総交通総合連合連合連合連携計画携計画携計画携計画についてについてについてについて

((((1111)))) ババババスレスレスレスレーーーーンンンン延延延延長長長長にににに伴伴伴伴うううう国国国国道道道道55558888号号号号のののの交通交通交通交通渋渋渋渋滞滞滞滞対対対対策策策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 防防防防犯犯犯犯カカカカメメメメララララ設設設設置置置置状状状状況況況況についてについてについてについて

((((1111)))) 現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 消消消消防隊防隊防隊防隊のののの先先先先進的進的進的進的消消消消防防防防訓練訓練訓練訓練施設施設施設施設のののの設設設設置置置置についてについてについてについて

((((1111)))) 設設設設置計画置計画置計画置計画のののの有有有有無無無無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 伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋・・・・伊是伊是伊是伊是名名名名架橋架橋架橋架橋についてについてについてについて

((((1111)))) 両村両村両村両村からからからから要請要請要請要請をををを受受受受けてのけてのけてのけての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。。。。
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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 平成平成平成平成22226666年年年年度度度度　　　　重重重重点点点点施施施施策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい自自自自然然然然とととと歴史歴史歴史歴史・・・・伝統伝統伝統伝統・・・・文文文文化化化化をををを大大大大切切切切にするにするにするにする島島島島をををを目目目目指指指指してしてしてして

ｱｱｱｱ 自自自自然環境然環境然環境然環境のののの持続持続持続持続可可可可能能能能なななな利利利利用用用用をををを図図図図るためるためるためるため、、、、ササササンゴンゴンゴンゴ礁礁礁礁保全保全保全保全にににに向向向向けたけたけたけたオオオオニヒニヒニヒニヒトトトトデデデデ対対対対策策策策などになどになどになどに取取取取
りりりり組組組組むむむむとあるがとあるがとあるがとあるが現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 心心心心豊豊豊豊かでかでかでかで安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心にににに暮暮暮暮ららららせせせせるるるる島島島島をををを目目目目指指指指してしてしてして

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄県人県人県人県人口増口増口増口増加加加加計画計画計画計画とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 安安安安心心心心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金のののの保育保育保育保育士等士等士等士等処遇処遇処遇処遇改改改改善臨善臨善臨善臨時時時時特例特例特例特例事業事業事業事業のののの現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

2222 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西西西西普天間地区普天間地区普天間地区普天間地区のののの返還返還返還返還についてについてについてについて

((((1111)))) 公共用地公共用地公共用地公共用地のののの先先先先行取行取行取行取得得得得についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市とととと宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾地地地地主主主主会会会会がががが昨昨昨昨年年年年11111111月月月月にににに要要要要望望望望したしたしたした事事事事項項項項はどのようなはどのようなはどのようなはどのような状状状状況況況況かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 西西西西普天間普天間普天間普天間のののの跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用計画計画計画計画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。。。。

ｳｳｳｳ 跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用とととと周周周周辺辺辺辺整備整備整備整備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。。。。
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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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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)))) ２２２２期期期期８８８８年年年年のののの経経経経済済済済・・・・基基基基地問題地問題地問題地問題のののの成果成果成果成果ととととそそそそれをれをれをれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて30303030年年年年後後後後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄はどのようになるとはどのようになるとはどのようになるとはどのようになると確確確確信信信信
をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 経経経経済済済済界界界界もももも含含含含めてめてめてめて「「「「世世世世代代代代交交交交代代代代」」」」でででで新新新新たなたなたなたな沖縄沖縄沖縄沖縄時代時代時代時代をををを構構構構築築築築するにはどのようなことがするにはどのようなことがするにはどのようなことがするにはどのようなことが必必必必要要要要とととと考考考考
えるかえるかえるかえるか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ににににおおおおけるけるけるける「「「「集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使」」」」についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように捉捉捉捉えるのかえるのかえるのかえるのか認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 高高高高良副良副良副良副知事知事知事知事のののの訪訪訪訪米米米米でのでのでのでの米米米米国国国国政府政府政府政府のののの回回回回答答答答をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような状状状状況況況況とととと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県のののの移設移設移設移設ススススケケケケジュジュジュジュールールールール、、、、計画計画計画計画はははは策策策策定定定定しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 嘉手納基嘉手納基嘉手納基嘉手納基地地地地のののの「「「「軍軍軍軍民共有民共有民共有民共有化化化化」」」」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 沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県エネエネエネエネルルルルギギギギーーーービビビビジジジジョョョョンンンンについてについてについてについて

((((1111)))) ススススママママートートートートエネエネエネエネルルルルギギギギーーーーアイランドアイランドアイランドアイランド基基基基盤構盤構盤構盤構築築築築事業事業事業事業のののの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄電力電力電力電力へへへへのののの再再再再生生生生可可可可能能能能エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの導導導導入実入実入実入実証証証証事業事業事業事業のののの補助総額補助総額補助総額補助総額をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) このこのこのこの事業事業事業事業でででで沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの電気料電気料電気料電気料金金金金のののの軽軽軽軽減額減額減額減額はははは全全全全体体体体としてとしてとしてとして幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島・・・・離離離離島島島島のののの電力系電力系電力系電力系統統統統へへへへのののの太太太太陽光陽光陽光陽光発発発発電電電電設設設設備備備備のののの接続接続接続接続についてについてについてについて現状認現状認現状認現状認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 アスアスアスアスベベベベスススストトトト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)))) 前前前前定定定定例例例例会会会会でででで、、、、石綿石綿石綿石綿含有建含有建含有建含有建築築築築物物物物等等等等のののの調調調調査査査査検検検検討討討討をするとのをするとのをするとのをするとの答弁答弁答弁答弁であったがであったがであったがであったが状状状状況況況況についてについてについてについて伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 連連連連絡絡絡絡協協協協議議議議会会会会はははは休眠休眠休眠休眠状態状態状態状態であるであるであるである。。。。アスアスアスアスベベベベスススストトトト対対対対策策策策はははは問題問題問題問題ないというないというないというないという認認認認識識識識かかかか。。。。

((((3333)))) 當當當當間部長間部長間部長間部長はははは、、、、アスアスアスアスベベベベスススストのトのトのトの飛飛飛飛散散散散性性性性問題問題問題問題でででで「「「「我我我我々々々々経経経経験則験則験則験則からしてからしてからしてからして適適適適正正正正にににに処理処理処理処理されているされているされているされている」」」」とととと
答弁答弁答弁答弁されたがされたがされたがされたが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような経経経経験則験則験則験則でででで職職職職員員員員のののの専門専門専門専門性性性性はどのようなものがあるのかはどのようなものがあるのかはどのようなものがあるのかはどのようなものがあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 一一一一括交付金括交付金括交付金括交付金でのでのでのでの県経県経県経県経済済済済にににに与与与与えたえたえたえた影響影響影響影響についてについてについてについて数数数数値値値値でででで示示示示してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい。。。。

5555 老朽老朽老朽老朽化化化化するするするする泊魚市泊魚市泊魚市泊魚市場場場場のののの糸満糸満糸満糸満移設移設移設移設についてについてについてについて進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月04040404    日日日日((((金金金金))))

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　　　　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 安安安安全保全保全保全保障障障障とととと基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄県民県民県民県民のののの中中中中国国国国にににに対対対対するするするする意意意意識識識識調調調調査査査査」」」」からからからから何何何何がががが読読読読みみみみ取取取取れれれれ、、、、何何何何をすべきかをすべきかをすべきかをすべきか。。。。

((((2222)))) ３３３３カカカカ国国国国ののののママママススススコミコミコミコミのののの沖縄沖縄沖縄沖縄関連関連関連関連記記記記事事事事のののの調調調調査査査査からからからから何何何何がががが読読読読みみみみ取取取取れれれれ、、、、何何何何をすべきかをすべきかをすべきかをすべきか。。。。

((((3333)))) 武力攻撃武力攻撃武力攻撃武力攻撃事態等事態等事態等事態等ににににおおおおけるけるけるける自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊のののの住住住住民民民民保保保保護護護護活動活動活動活動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)))) 本本本本県県県県のののの消消消消防防防防団団団団やややや自自自自主主主主防防防防災災災災組組組組織織織織のののの充充充充実実実実・・・・活性化活性化活性化活性化ととととボランボランボランボランテテテティアィアィアィア活動活動活動活動のののの環境整備環境整備環境整備環境整備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)))) 国国国国民民民民保保保保護護護護措置措置措置措置のののの実施実施実施実施にににに当当当当たってたってたってたって、、、、島嶼島嶼島嶼島嶼県県県県でありでありでありであり米米米米軍基軍基軍基軍基地地地地がががが集中集中集中集中しているしているしているしている現状現状現状現状にににに留留留留意意意意したしたしたした
必必必必要要要要なななな措置措置措置措置をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 本本本本県県県県のののの市町村市町村市町村市町村とととと他他他他府県府県府県府県のののの市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの間間間間のののの防防防防災災災災協定協定協定協定のののの締結状締結状締結状締結状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教教教教育育育育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立県立県立県立高高高高校校校校のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行についてのについてのについてのについての検証検証検証検証作業作業作業作業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)))) 県立進県立進県立進県立進学学学学校校校校（（（（開邦開邦開邦開邦高高高高校校校校））））のののの中中中中高高高高一一一一貫校貫校貫校貫校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県県県県教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会ののののススススケケケケジュジュジュジュールはどールはどールはどールはど
のようになっているのかのようになっているのかのようになっているのかのようになっているのか。。。。またまたまたまた現行現行現行現行敷敷敷敷地内地内地内地内のののの設設設設置置置置とととと見見見見られるがられるがられるがられるが、、、、将将将将来来来来的的的的なななな拡拡拡拡張及張及張及張及びびびび移移移移転転転転等等等等
もももも検検検検討討討討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。。。。

((((3333)))) 昨昨昨昨年年年年のののの学学学学力力力力テテテテスススストのトのトのトの成成成成績績績績をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、県県県県教教教教育育育育庁庁庁庁からからからから各各各各学学学学校校校校へへへへさまさまさまさまざざざざまなまなまなまな指指指指導導導導やややや働働働働きかけなきかけなきかけなきかけな
どどどど、、、、今今今今までにないまでにないまでにないまでにない体制体制体制体制でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みがなされてきたとみがなされてきたとみがなされてきたとみがなされてきたと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそのののの内内内内容容容容とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 土土土土曜授曜授曜授曜授業業業業のののの導導導導入入入入についてについてについてについて、、、、モモモモデデデデルルルル校校校校をををを指指指指定定定定してしてしてして検検検検討討討討してみてはどうかしてみてはどうかしてみてはどうかしてみてはどうか。。。。

((((5555)))) 全国学全国学全国学全国学力力力力テテテテスススストのトのトのトの結果結果結果結果をををを公公公公表表表表するとするとするとすると思思思思わわわわれるれるれるれる市町村市町村市町村市町村へへへへのののの対応対応対応対応とととと、、、、県県県県教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会のののの方方方方針針針針をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

3333 文文文文化化化化財財財財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)))) 故鎌倉芳故鎌倉芳故鎌倉芳故鎌倉芳太太太太郎郎郎郎氏氏氏氏のののの功績功績功績功績についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 彼彼彼彼がががが残残残残したしたしたした写写写写真真真真群群群群やややや研究研究研究研究ノノノノートによってートによってートによってートによって、、、、戦戦戦戦火火火火でででで失失失失わわわわれたれたれたれた貴貴貴貴重重重重なななな琉球文琉球文琉球文琉球文化化化化やややや芸芸芸芸術術術術をををを後後後後
世世世世にににに伝伝伝伝えたえたえたえた功績功績功績功績にににに加加加加ええええ、、、、首首首首里里里里城城城城等等等等のののの復元復元復元復元にににに多多多多大大大大なるなるなるなる貢献貢献貢献貢献をしたをしたをしたをした。。。。こうしたこうしたこうしたこうした功績功績功績功績にににに何何何何らからからからか
のののの顕彰顕彰顕彰顕彰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。。。。

ｲｲｲｲ 文文文文化化化化財財財財保保保保護護護護にににに関関関関するするするする県民的県民的県民的県民的なななな機運機運機運機運をををを高高高高めるめるめるめる上上上上でもでもでもでも、、、、県民県民県民県民へへへへのののの啓啓啓啓発発発発をををを行行行行うううう記念記念記念記念日日日日をををを設設設設置置置置
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。。。。

((((2222)))) 一一一一括交付金括交付金括交付金括交付金でででで県内県内県内県内各各各各地地地地のののの文文文文化化化化財財財財のののの周周周周辺辺辺辺整備整備整備整備がががが進進進進められているのはめられているのはめられているのはめられているのは、、、、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位位位位
置置置置づづづづけられているのがけられているのがけられているのがけられているのが背景背景背景背景ではないかではないかではないかではないか。。。。そそそそのののの観点観点観点観点からからからから、、、、観光観光観光観光行政行政行政行政のののの中中中中でででで文文文文化化化化財財財財保保保保護護護護、、、、鑑鑑鑑鑑
賞賞賞賞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位位位置置置置づづづづけているのかけているのかけているのかけているのか問問問問うううう。。。。またまたまたまた業業業業界界界界やややや文文文文化化化化財財財財行政行政行政行政とのとのとのとの連連連連絡絡絡絡・・・・意見意見意見意見交交交交換換換換のののの現現現現
状状状状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

4444 看看看看護護護護師師師師等等等等修修修修学学学学資資資資金金金金についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成22222222年年年年度度度度からからからから平成平成平成平成25252525年年年年度度度度までのまでのまでのまでの申請者申請者申請者申請者数数数数のののの推推推推移移移移とととと同同同同期期期期間間間間のののの貸与貸与貸与貸与金額金額金額金額についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 看看看看護護護護学学学学校校校校在在在在籍籍籍籍中中中中、、、、貸与貸与貸与貸与をををを受受受受けるにはけるにはけるにはけるには毎毎毎毎年申請書年申請書年申請書年申請書をををを提出提出提出提出しなければならないがしなければならないがしなければならないがしなければならないが、、、、在学在学在学在学期期期期間間間間
中中中中のののの申請申請申請申請についてはについてはについてはについては簡簡簡簡略化略化略化略化をををを進進進進めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。


