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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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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 20202020分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを中止中止中止中止させるさせるさせるさせ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、、、、工事工事工事工事がががが強行強行強行強行されているされているされているされている。。。。どうどうどうどう食食食食いとめいとめいとめいとめ
るかるかるかるか決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの５５５５年以内閉鎖年以内閉鎖年以内閉鎖年以内閉鎖にどうにどうにどうにどう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

((((3333)))) キャンプ・シュワブのゲートでのキャンプ・シュワブのゲートでのキャンプ・シュワブのゲートでのキャンプ・シュワブのゲートでの過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備・・・・不当弾圧不当弾圧不当弾圧不当弾圧にににに対対対対しししし、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関にににに県民県民県民県民のののの生命生命生命生命・・・・安安安安
全全全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厳重厳重厳重厳重にににに抗議抗議抗議抗議しししし、、、、そのそのそのその中止中止中止中止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。。。。

((((4444)))) 高江高江高江高江のヘリパッドのヘリパッドのヘリパッドのヘリパッド建設問題建設問題建設問題建設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県道県道県道県道70707070号線号線号線号線のののの共同使用共同使用共同使用共同使用のののの見直見直見直見直しししし問題問題問題問題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 住民住民住民住民のののの監視小屋監視小屋監視小屋監視小屋がなくなっているがなくなっているがなくなっているがなくなっている。。。。県県県県はははは実態実態実態実態をををを調査調査調査調査しししし、、、、必要必要必要必要なななな対策対策対策対策をとるべきではないをとるべきではないをとるべきではないをとるべきではない
かかかか。。。。

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今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて

((((1111)))) 屋良覚書屋良覚書屋良覚書屋良覚書をををを厳守厳守厳守厳守したしたしたした、、、、新新新新たなたなたなたな利活用計画利活用計画利活用計画利活用計画をををを策定策定策定策定することすることすることすること。。。。

((((2222)))) そのそのそのその際際際際、、、、宮古島市民宮古島市民宮古島市民宮古島市民のののの意見意見意見意見をををを最大限尊重最大限尊重最大限尊重最大限尊重することすることすることすること。。。。

3333 米兵犯罪問題米兵犯罪問題米兵犯罪問題米兵犯罪問題についてについてについてについて

((((1111)))) 戦後戦後戦後戦後からからからから復帰前復帰前復帰前復帰前までのまでのまでのまでの全全全全てのてのてのての米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属関係者軍属関係者軍属関係者軍属関係者によるによるによるによる全全全全てのてのてのての犯罪犯罪犯罪犯罪のののの実態実態実態実態をををを徹底調査徹底調査徹底調査徹底調査しししし
てててて報告報告報告報告せよせよせよせよ。。。。

((((2222)))) 同同同同じくじくじくじく、、、、復帰復帰復帰復帰してからしてからしてからしてから今日今日今日今日までのまでのまでのまでの犯罪犯罪犯罪犯罪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報告報告報告報告せよせよせよせよ。。。。

((((3333)))) そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪のののの件数件数件数件数とととと起訴起訴起訴起訴されたされたされたされた件数件数件数件数、、、、刑罰刑罰刑罰刑罰をををを科科科科されたされたされたされた件数件数件数件数とととと人数人数人数人数はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
るかるかるかるか。。。。

((((4444)))) 米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪のののの実態実態実態実態からからからから、、、、米軍米軍米軍米軍はははは県民県民県民県民をををを守守守守っているとっているとっているとっていると考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

4444 泡瀬干潟埋立問題泡瀬干潟埋立問題泡瀬干潟埋立問題泡瀬干潟埋立問題についてについてについてについて

((((1111)))) 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては、、、、南西諸島最大南西諸島最大南西諸島最大南西諸島最大のののの干潟干潟干潟干潟がががが失失失失われわれわれわれ、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然がががが破壊破壊破壊破壊されされされされ、、、、絶滅絶滅絶滅絶滅
危惧種危惧種危惧種危惧種・・・・貴重種貴重種貴重種貴重種がががが失失失失われるわれるわれるわれる問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの県政県政県政県政のののの事業事業事業事業をををを検証検証検証検証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)))) 自然再生法自然再生法自然再生法自然再生法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、改改改改めてめてめてめて泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守りりりり、、、、ラムサーラムサーラムサーラムサールルルル条約条約条約条約のののの登録登録登録登録にににに向向向向けけけけ
てのてのてのての取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 経済的合理性経済的合理性経済的合理性経済的合理性がないがないがないがない事業事業事業事業であることはであることはであることはであることは明白明白明白明白。。。。ラララライカイカイカイカムのムのムのムの巨巨巨巨大大大大商商商商業業業業施施施施設設設設でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市のののの商店商店商店商店
街街街街はははは大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けけけけるとるとるとると関係者関係者関係者関係者はははは心配心配心配心配しているしているしているしている。。。。泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの事業計画事業計画事業計画事業計画にににに影響影響影響影響はないのはないのはないのはないの
かかかか。。。。

5555 ワンワンワンワンスススストップトップトップトップセセセセンンンンタタタターのーのーのーの設設設設置置置置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)))) 設設設設置置置置のののの具体的具体的具体的具体的内内内内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 運動団体運動団体運動団体運動団体がががが要求要求要求要求してきたしてきたしてきたしてきた内内内内容容容容はははは生生生生かされているかかされているかかされているかかされているか。。。。

((((3333)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院でのでのでのでの常常常常時時時時のののの対対対対応応応応がががが求求求求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、、、、今後今後今後今後のののの方方方方策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 対対対対応応応応するするするする専門家専門家専門家専門家のののの確保確保確保確保とととと養成養成養成養成計画計画計画計画はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

6666 ＨＴＬＶＨＴＬＶＨＴＬＶＨＴＬＶのののの総合総合総合総合対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 感染感染感染感染者者者者のののの実態実態実態実態掌握掌握掌握掌握はどこまではどこまではどこまではどこまで進進進進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか。。。。

((((2222)))) 発症発症発症発症してからのしてからのしてからのしてからの治治治治療方療方療方療方法法法法はははは確確確確立立立立されているかされているかされているかされているか。。。。

((((3333)))) 県県県県のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの対策対策対策対策はははは実態実態実態実態にににに合合合合ったったったったもももものになっていないのになっていないのになっていないのになっていない。。。。ももももっとっとっとっと九州九州九州九州のののの先進先進先進先進県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
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をををを調査調査調査調査しししし生生生生かすべきではないかかすべきではないかかすべきではないかかすべきではないか。。。。

((((4444)))) 必要必要必要必要なななな血液血液血液血液検査検査検査検査をををを実実実実施施施施しししし、、、、早期発早期発早期発早期発見見見見にににに努努努努めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

7777 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市のののの「「「「ごごごごみみみみ山山山山問題問題問題問題」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「ごごごごみみみみ山山山山問題問題問題問題」」」」のののの解解解解決策決策決策決策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 地下地下地下地下水汚染水汚染水汚染水汚染のののの実態調査実態調査実態調査実態調査のののの結果結果結果結果をををを確認確認確認確認しているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 浸出水浸出水浸出水浸出水対策対策対策対策はははは改改改改善善善善されたかされたかされたかされたか。。。。

8888 教育教育教育教育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)))) 教師教師教師教師のののの多忙化解消多忙化解消多忙化解消多忙化解消のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは進進進進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか。。。。

((((2222)))) 全全全全国学力国学力国学力国学力テステステステストでトでトでトで全全全全国国国国最最最最低低低低をををを抜抜抜抜けけけけ出出出出たようたようたようたようだだだだがががが、、、、それでそれでそれでそれで学力学力学力学力はついたとはついたとはついたとはついたと言言言言えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。

((((3333)))) 今今今今、、、、大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは教師教師教師教師のののの教教教教えるえるえるえる力力力力をををを向上向上向上向上させさせさせさせ、、、、そのためのそのためのそのためのそのための教育教育教育教育諸諸諸諸条条条条件件件件をををを整整整整備備備備することすることすることすることだだだだとととと
考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのそ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。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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 20202020分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 平和平和平和平和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)))) 所信表明演説所信表明演説所信表明演説所信表明演説でででで知事知事知事知事はははは、、、、ことしがことしがことしがことしが沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦終結終結終結終結70707070年年年年のののの節目節目節目節目にににに当当当当たることからたることからたることからたることから、、、、「「「「平和祈念資平和祈念資平和祈念資平和祈念資
料館資料料館資料料館資料料館資料のののの多言語化多言語化多言語化多言語化やややや、、、、戦戦戦戦争体験争体験争体験争体験証証証証言言言言等等等等のののの記録記録記録記録などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて、、、、恒久平和恒久平和恒久平和恒久平和をををを願願願願うううう沖縄沖縄沖縄沖縄のののの心心心心
をををを広広広広くくくく国国国国内内内内外外外外へへへへ発信発信発信発信するするするする事業事業事業事業をををを充充充充実実実実させてまいりますさせてまいりますさせてまいりますさせてまいります。。。。」」」」とととと述述述述べたがべたがべたがべたが、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような
取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを展展展展開開開開していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 安安安安倍倍倍倍内内内内閣閣閣閣がががが「「「「戦後戦後戦後戦後70707070年年年年談話談話談話談話」」」」検検検検討討討討にににに向向向向けけけけたたたた動動動動きをきをきをきを加速加速加速加速させさせさせさせ、、、、「「「「戦後戦後戦後戦後55550000年年年年村山談話村山談話村山談話村山談話」」」」、、、、「「「「戦後戦後戦後戦後
66660000年小年小年小年小泉談話泉談話泉談話泉談話」」」」のののの継承継承継承継承をめをめをめをめぐぐぐぐってさまってさまってさまってさまざざざざまなまなまなまな憶測憶測憶測憶測をををを呼呼呼呼んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、政政政政府談話府談話府談話府談話とはとはとはとは別別別別にににに翁翁翁翁長長長長
県政県政県政県政としてとしてとしてとして沖縄沖縄沖縄沖縄のののの立場立場立場立場からからからから「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦終結終結終結終結70707070年年年年談話談話談話談話」」」」をををを発出発出発出発出するするするする考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解
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)))) 遺族遺族遺族遺族のののの高高高高齢化齢化齢化齢化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、慰霊祭開催慰霊祭開催慰霊祭開催慰霊祭開催のののの継続継続継続継続やややや慰霊碑慰霊碑慰霊碑慰霊碑のののの維持管理維持管理維持管理維持管理がががが困難困難困難困難なななな現状現状現状現状があるががあるががあるががあるが、、、、
県県県県のののの認識認識認識認識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 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)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ部部部部品落品落品落品落下事下事下事下事故故故故などなどなどなど嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地所所所所属機属機属機属機によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事事事事故故故故がががが多発多発多発多発しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県のののの受受受受
けけけけとめととめととめととめと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 2010201020102010年年年年５５５５月月月月のののの日米安全日米安全日米安全日米安全保障協保障協保障協保障協議議議議委員委員委員委員会会会会((((２２２２プラプラプラプラスススス２２２２))))でででで嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地周周周周辺辺辺辺のののの騒音軽減騒音軽減騒音軽減騒音軽減策策策策がががが日日日日
米米米米合合合合意意意意されされされされ、、、、翌翌翌翌年年年年１１１１月月月月にはにはにはにはＦＦＦＦ11115555戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機訓練訓練訓練訓練ののののグアグアグアグアムームームームー部部部部移転移転移転移転についてについてについてについてもももも合合合合意意意意されているされているされているされている
がががが、、、、嘉手納所嘉手納所嘉手納所嘉手納所属機属機属機属機がががが訓練移転訓練移転訓練移転訓練移転してしてしてしてもももも外来外来外来外来機機機機のののの飛来飛来飛来飛来がががが常常常常態態態態化化化化するするするする中中中中、、、、騒音騒音騒音騒音はははは軽減軽減軽減軽減されていされていされていされてい
るとるとるとると言言言言えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。騒音測騒音測騒音測騒音測定定定定デデデデーーーータタタタなどなどなどなど定定定定量的量的量的量的なななな根拠根拠根拠根拠をををを示示示示してしてしてして県県県県のののの見見見見解解解解をををを明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされた
いいいい。。。。

((((3333)))) 米米米米海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブ内内内内解体予解体予解体予解体予定定定定のののの兵兵兵兵舎舎舎舎にににに使用使用使用使用されているされているされているされているアスベスアスベスアスベスアスベストについてトについてトについてトについて

ｱｱｱｱ アスベスアスベスアスベスアスベストがトがトがトが使用使用使用使用されているされているされているされている兵兵兵兵舎舎舎舎はははは何棟何棟何棟何棟かかかか伺伺伺伺うううう。。。。そのそのそのその兵兵兵兵舎舎舎舎にににに使用使用使用使用されているされているされているされているアスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの
総量総量総量総量とととと飛散性飛散性飛散性飛散性、、、、非飛散性非飛散性非飛散性非飛散性のののの内内内内訳訳訳訳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 アスベスアスベスアスベスアスベストのトのトのトの廃棄処廃棄処廃棄処廃棄処分分分分のののの方方方方法法法法、、、、処処処処分分分分するするするする時時時時期期期期、、、、場場場場所所所所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 アスベスアスベスアスベスアスベストがトがトがトが使用使用使用使用されているされているされているされている兵兵兵兵舎舎舎舎のののの解体解体解体解体工事工事工事工事のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はははは。。。。解体解体解体解体工事工事工事工事でででで発発発発生生生生するするするする瓦瓦瓦瓦れれれれ
きのきのきのきの総量総量総量総量とととと処処処処分分分分方方方方法法法法についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設についてについてについてについて

((((1111)))) 仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁（（（（仮仮仮仮設設設設桟橋桟橋桟橋桟橋））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁のののの構造構造構造構造、、、、目的目的目的目的、、、、工事工事工事工事のののの日日日日程程程程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 仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁にににに使用使用使用使用されるされるされるされる資材資材資材資材のののの種種種種類類類類、、、、量量量量、、、、調調調調達達達達場場場場所所所所についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。そのそのそのその資材資材資材資材のののの搬入搬入搬入搬入のののの進進進進
捗状況捗状況捗状況捗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。。。。

ｳｳｳｳ 仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁のののの建設建設建設建設はははは海海海海のののの生態生態生態生態系系系系にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えることはえることはえることはえることは必定必定必定必定ですですですです。。。。仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁のののの建設建設建設建設
はははは当然環境当然環境当然環境当然環境アセスアセスアセスアセスのののの対対対対象象象象にすべきですにすべきですにすべきですにすべきです。。。。仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁のののの建設建設建設建設がががが海海海海のののの生態生態生態生態系系系系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ににに
ついてついてついてついて県県県県のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 待待待待機機機機児童児童児童児童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)))) 厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省がががが認認認認可可可可保育所保育所保育所保育所のののの待待待待機機機機児童児童児童児童についてについてについてについて定定定定義義義義のののの一一一一部部部部をををを見直見直見直見直しししし、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県などになどになどになどに通通通通
知知知知したようであるしたようであるしたようであるしたようである。。。。そのそのそのその見直見直見直見直しししし内内内内容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 定定定定義義義義見直見直見直見直しによってしによってしによってしによって、、、、我我我我がががが県県県県のののの待待待待機機機機児童児童児童児童数数数数にににに変更変更変更変更はあったかはあったかはあったかはあったか、、、、潜在潜在潜在潜在的待的待的待的待機機機機児童児童児童児童のののの人数人数人数人数とととと
あわせてあわせてあわせてあわせて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童対策対策対策対策特特特特別別別別事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現現現現行事業行事業行事業行事業のののの前前前前段段段段にににに当当当当たるたるたるたる特特特特別別別別調調調調整整整整費費費費をををを用用用用いたいたいたいた待待待待機機機機児童児童児童児童対策対策対策対策特特特特別別別別事業基事業基事業基事業基金金金金についてについてについてについて、、、、
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認認認認可可可可外施外施外施外施設設設設のののの認認認認可可可可化化化化にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる施施施施設設設設整整整整備実備実備実備実績績績績（（（（件数件数件数件数））））及及及及びびびび補助額補助額補助額補助額のののの上上上上限限限限をををを年年年年度度度度ごごごごとにとにとにとに
明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ 同同同同様様様様にしてにしてにしてにして、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした現現現現行行行行のののの待待待待機機機機児童児童児童児童対策対策対策対策特特特特別別別別事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、認認認認可可可可外施外施外施外施
設設設設のののの認認認認可可可可化化化化にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる施施施施設設設設整整整整備実備実備実備実績績績績（（（（件数件数件数件数））））及及及及びびびび補助額補助額補助額補助額のののの上上上上限限限限をををを年年年年度度度度ごごごごとにとにとにとに明明明明らかにさらかにさらかにさらかにさ
れたいれたいれたいれたい。。。。

5555 県県県県性性性性暴暴暴暴力力力力被害被害被害被害者者者者ワンワンワンワンスススストップトップトップトップ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー（（（（♯♯♯♯7001700170017001））））についてについてについてについて

((((1111)))) 開開開開設後設後設後設後１１１１カカカカ月月月月のののの相談相談相談相談件数件数件数件数についてについてについてについて、（、（、（、（強強強強姦姦姦姦、、、、ＤＤＤＤＶＶＶＶなどなどなどなど））））相談相談相談相談内内内内容容容容のののの別別別別にににに明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((2222)))) 夜夜夜夜間間間間のののの音音音音声声声声テテテテープでープでープでープで、、、、相談員相談員相談員相談員からのからのからのからの折折折折りりりり返返返返しをしをしをしを希希希希望望望望するするするする人人人人にににに名前名前名前名前とととと電電電電話話話話番番番番号号号号のののの録音録音録音録音をををを呼呼呼呼
びびびびかかかかけけけけているがているがているがているが、、、、実実実実績績績績についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 教育教育教育教育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
　知事　知事　知事　知事はははは所信表明演説所信表明演説所信表明演説所信表明演説でででで、、、、「「「「学学学学校校校校・・・・家家家家庭庭庭庭・・・・地地地地域域域域のののの連連連連携携携携をををを図図図図りりりり、、、、地地地地域域域域住民等住民等住民等住民等のののの参参参参画画画画によるによるによるによる学学学学習習習習
補助補助補助補助やややや学学学学校支援校支援校支援校支援、、、、子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの放課放課放課放課後等後等後等後等支援支援支援支援、、、、保保保保護護護護者等者等者等者等向向向向けけけけのののの家家家家庭庭庭庭教育教育教育教育支援支援支援支援にににに取取取取りりりり組組組組みまみまみまみま
すすすす。。。。」」」」とととと述述述述べたがべたがべたがべたが具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを展展展展開開開開していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 農農農農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)))) 小小小小水力水力水力水力等再生等再生等再生等再生可能可能可能可能エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー導導導導入入入入促促促促進進進進事業事業事業事業にににに関関関関するするするする太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電施施施施設設設設をををを設設設設置置置置したしたしたした形形形形でのでのでのでの
事業事業事業事業導導導導入入入入のののの実実実実績績績績についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 土木土木土木土木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)))) 天天天天願願願願川河川川河川川河川川河川改改改改修修修修事業事業事業事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((2222)))) 県道県道県道県道具具具具志川志川志川志川環環環環状状状状線線線線（（（（天天天天願願願願～～～～沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市登登登登川川川川））））道道道道路路路路整整整整備事業備事業備事業備事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((3333)))) 与与与与勝半勝半勝半勝半島島島島一一一一周周周周線南線南線南線南岸岸岸岸道道道道賂賂賂賂（（（（仮仮仮仮称称称称））））事業事業事業事業化化化化にににに向向向向けけけけたたたた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

9999 うるまうるまうるまうるま市市市市のののの官製官製官製官製談合談合談合談合事件事件事件事件についてについてについてについて
　うるま　うるま　うるま　うるま市市市市発発発発注注注注のののの公公公公共工事共工事共工事共工事にににに関関関関しししし、、、、官製官製官製官製談合談合談合談合防防防防止法止法止法止法違反違反違反違反などのなどのなどのなどの容容容容疑疑疑疑でうるまでうるまでうるまでうるま市市市市教育委員教育委員教育委員教育委員会会会会施施施施
設設設設課職課職課職課職員員員員とととと建設業者建設業者建設業者建設業者役役役役員員員員がががが逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた。。。。建設業者建設業者建設業者建設業者役役役役員員員員はははは元元元元警警警警察官察官察官察官のようのようのようのようだだだだ。。。。

((((1111)))) 県警県警県警県警ににににおおおおいていていていて、、、、退職退職退職退職者者者者をををを対対対対象象象象とするとするとするとする民間会民間会民間会民間会社社社社等等等等へへへへのののの再再再再就職就職就職就職あっせあっせあっせあっせんんんん制度制度制度制度はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。今今今今回回回回
のののの当当当当該該該該建設業者建設業者建設業者建設業者役役役役員員員員のののの例例例例はははは特異特異特異特異ななななもももものかのかのかのか、、、、県警県警県警県警のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 当当当当該該該該建設業者建設業者建設業者建設業者はははは県県県県発発発発注注注注工事工事工事工事のののの入入入入札参札参札参札参加資加資加資加資格格格格をををを有有有有しているかしているかしているかしているか。。。。事件事件事件事件をををを受受受受けけけけ、、、、指指指指名名名名停停停停止等止等止等止等
のののの措措措措置置置置がなされるのかがなされるのかがなされるのかがなされるのか、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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 20202020分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（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 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県労働労働労働労働環境実態調査環境実態調査環境実態調査環境実態調査」」」」ののの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
　　　　本本本本県県県県のののの高高高高いいいい離職率離職率離職率離職率のののの理理理理由由由由、、、、正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用をををを妨妨妨妨げげげげるるるる要要要要因因因因をををを把把把把握握握握しししし、、、、産産産産業業業業ごごごごとのとのとのとの課課課課題題題題をををを明明明明らかにすらかにすらかにすらかにす
るるるる中中中中でででで、、、、雇雇雇雇用用用用のののの質質質質向上向上向上向上へへへへのののの施施施施策策策策にににに生生生生かそうとかそうとかそうとかそうと、、、、県政県政県政県政初初初初のののの大大大大規模規模規模規模なななな労働労働労働労働環境実態調査環境実態調査環境実態調査環境実態調査がががが行行行行わわわわ
れたれたれたれた。。。。以下以下以下以下、、、、調査調査調査調査結果結果結果結果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 事業事業事業事業所所所所へへへへのののの調査調査調査調査でででで明明明明らかとなったらかとなったらかとなったらかとなった結果結果結果結果をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。雇雇雇雇用用用用形形形形態態態態、、、、新新新新卒採卒採卒採卒採用用用用、、、、就就就就業業業業規則規則規則規則、、、、
育児育児育児育児休休休休業業業業、、、、退職金制度退職金制度退職金制度退職金制度、、、、人人人人材育成材育成材育成材育成制度制度制度制度、、、、非非非非正規社正規社正規社正規社員員員員からからからから正社正社正社正社員員員員へへへへのののの切切切切りかえりかえりかえりかえ率率率率等等等等につにつにつにつ
いていていていて

((((2222)))) 従従従従業業業業員員員員へへへへのののの調査調査調査調査でででで明明明明らかとなったらかとなったらかとなったらかとなった結果結果結果結果をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。労働労働労働労働条条条条件件件件（（（（給給給給与与与与、、、、労働労働労働労働時間時間時間時間、、、、サーサーサーサービビビビ
スススス残残残残業業業業）、）、）、）、転転転転職職職職経験経験経験経験、、、、職職職職場場場場やややや行政行政行政行政にににに対対対対するするするする意見等意見等意見等意見等についてについてについてについて

((((3333)))) 産産産産業業業業別別別別分分分分析及析及析及析及びびびび公公公公表表表表、、、、結果結果結果結果のののの活用等活用等活用等活用等、、、、雇雇雇雇用用用用のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに向向向向けけけけたたたた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。。。。

2222 介護従介護従介護従介護従事者事者事者事者のののの処処処処遇遇遇遇改改改改善善善善についてについてについてについて

((((1111)))) 介護介護介護介護報報報報酬酬酬酬ママママイイイイナナナナスススス改定改定改定改定がががが事業事業事業事業所所所所にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう見見見見ているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 介護職介護職介護職介護職員処員処員処員処遇遇遇遇改改改改善善善善交付金及交付金及交付金及交付金及びびびび加加加加算算算算のののの実実実実績績績績とととと県内県内県内県内介護従介護従介護従介護従事者事者事者事者のののの処処処処遇遇遇遇（（（（給給給給与与与与））））のののの実態実態実態実態につにつにつにつ
いていていていて示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。加加加加算算算算をををを請請請請求求求求しているしているしているしている事業事業事業事業所所所所のののの割割割割合合合合、、、、していないしていないしていないしていない事業事業事業事業所所所所がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課課課課題等題等題等題等
についてについてについてについてもももも伺伺伺伺うううう。。。。

3333 公公公公立小中立小中立小中立小中学学学学校校校校ににににおおおおけけけけるるるる正規正規正規正規教員教員教員教員割割割割合合合合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正規正規正規正規教員教員教員教員のののの割割割割合合合合はははは、、、、平成平成平成平成22226666年年年年度度度度85858585....2222％％％％でででで47474747都都都都道道道道府府府府県中最下位県中最下位県中最下位県中最下位、、、、全全全全国平国平国平国平均均均均99993333....1111％％％％
とととと比比比比べべべべ7777....9999ポポポポイイイイントントントントもももものののの差差差差があるがあるがあるがある。。。。理理理理由由由由、、、、改改改改善善善善のののの必要必要必要必要性性性性、、、、年年年年次次次次計画計画計画計画やややや設定設定設定設定目目目目標標標標をををを説明説明説明説明されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((2222)))) 特特特特別別別別支援支援支援支援学学学学級担任級担任級担任級担任についてについてについてについて、、、、小小小小学学学学校校校校、、、、中中中中学学学学校校校校それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ本務職本務職本務職本務職員員員員のののの割割割割合合合合をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内運運運運用用用用停停停停止止止止」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設がががが前前前前提提提提条条条条件件件件でないことについてはでないことについてはでないことについてはでないことについては、、、、前県政前県政前県政前県政からからからから一貫一貫一貫一貫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。。。。

((((2222)))) 政政政政府府府府とととと県県県県のののの間間間間でででで認識認識認識認識はははは共共共共有有有有されているかされているかされているかされているか。。。。対米対米対米対米協協協協議議議議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。。。。

5555 辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに反反反反対対対対するするするする決意決意決意決意とととと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)))) 環境環境環境環境保保保保護護護護対策対策対策対策のののの実実実実効効効効性性性性、、、、環境監視等環境監視等環境監視等環境監視等委員委員委員委員会会会会のののの議事議事議事議事録録録録公公公公開開開開についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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 20202020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
　辺野古埋　辺野古埋　辺野古埋　辺野古埋めめめめ立立立立てについててについててについててについて、、、、民意民意民意民意がががが示示示示されたにされたにされたにされたにももももかかわらかかわらかかわらかかわらずずずず政政政政府府府府のののの暴暴暴暴力的力的力的力的なななな推推推推進進進進でででで県内県内県内県内はははは
ももももちちちちろろろろんんんん国国国国内内内内外外外外からからからから、、、、反反反反対対対対世論世論世論世論がががが高高高高まっていますまっていますまっていますまっています。。。。知事知事知事知事へへへへのののの支援支援支援支援のののの輪輪輪輪もももも大大大大きくきくきくきく広広広広がりをがりをがりをがりを見見見見せせせせ
ていますていますていますています。。。。さらなるさらなるさらなるさらなる広広広広がりのためにがりのためにがりのためにがりのためにもももも今後今後今後今後、、、、世界世界世界世界にににに向向向向けけけけててててアアアアピピピピーーーールルルルがががが必要必要必要必要だだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが見見見見解解解解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設阻阻阻阻止行止行止行止行動動動動でででで刑事刑事刑事刑事特特特特別別別別法法法法違反違反違反違反のののの容容容容疑疑疑疑でででで２２２２人人人人がががが逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた。。。。そのそのそのその経経経経緯緯緯緯とととと県警県警県警県警、、、、防防防防
衛局衛局衛局衛局、、、、米軍米軍米軍米軍のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍基地内米軍基地内米軍基地内米軍基地内ののののアスベスアスベスアスベスアスベストトトト使用使用使用使用施施施施設設設設のののの数数数数とそのとそのとそのとその処理処理処理処理計画計画計画計画・・・・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。。。。

((((3333)))) 仮仮仮仮設設設設桟橋桟橋桟橋桟橋についてについてについてについて、、、、そのそのそのその構造構造構造構造、、、、目的目的目的目的、、、、工事工事工事工事のののの予予予予定計画定計画定計画定計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 西普天間地西普天間地西普天間地西普天間地区区区区でででで発発発発見見見見されたドラムされたドラムされたドラムされたドラム缶缶缶缶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、、、、作作作作業業業業員員員員のののの安全対策安全対策安全対策安全対策のののの整整整整備備備備がががが指指指指
摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。今後今後今後今後のののの基地基地基地基地返還作返還作返還作返還作業業業業ににににもももも影響影響影響影響がががが大大大大きくなることからきくなることからきくなることからきくなることから、、、、速速速速ややややかなかなかなかな整整整整備備備備がががが必要必要必要必要
だだだだとととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 低低低低炭素社炭素社炭素社炭素社会実会実会実会実現現現現にににに向向向向けけけけてててて

((((1111)))) ススススママママートシートシートシートシテテテティィィィーとーとーとーと水水水水素社素社素社素社会会会会のののの実実実実現現現現としてとしてとしてとして、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 鹿鹿鹿鹿児児児児島島島島銀銀銀銀行行行行がががが県内県内県内県内へへへへのののの参参参参入入入入をををを検検検検討討討討しているようしているようしているようしているようだだだだがががが、、、、そのそのそのその実実実実現性現性現性現性とととと県内県内県内県内企企企企業業業業へへへへのののの影響影響影響影響につにつにつにつ
いていていていて

5555 公務公務公務公務員員員員のののの不不不不祥祥祥祥事事事事についてについてについてについて

((((1111)))) 公務公務公務公務員員員員のののの不不不不祥祥祥祥事事事事がががが続続続続いているいているいているいている。。。。部部部部局局局局別別別別のののの最最最最近近近近のののの動向動向動向動向・・・・対対対対応応応応策策策策をををを伺伺伺伺うううう。（。（。（。（市市市市町町町町村村村村ににににおおおおけけけけるるるる重重重重
要要要要案案案案件件件件もももも含含含含むむむむ。）。）。）。）

6666 教育教育教育教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)))) 児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のいじめのいじめのいじめのいじめ、、、、不不不不登登登登校校校校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

((((2222)))) 中中中中・・・・高高高高校校校校生生生生のののの居居居居場場場場所所所所づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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

5555 20202020分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（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)))) 公公公公約約約約にににに対対対対するするするする基基基基本本本本姿勢姿勢姿勢姿勢をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 公公公公約約約約実実実実現現現現へへへへのののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県民県民県民県民のののの民意民意民意民意をををを無無無無視視視視しししし、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設作作作作業業業業をををを強行強行強行強行するするするする政政政政府府府府のののの対対対対応応応応についてのについてのについてのについての
見見見見解解解解とととと今後今後今後今後のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条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うううう。。。。

((((5555)))) 予予予予算算算算のののの執執執執行行行行率率率率向上向上向上向上にににに対対対対するするするする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 教育教育教育教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)))) 30303030人人人人学学学学級級級級、、、、少少少少人数人数人数人数学学学学級級級級へへへへ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。。。。

((((2222)))) 教教教教職職職職員員員員のののの正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用化化化化へへへへ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。。。。

((((3333)))) 市市市市町町町町村連村連村連村連携携携携によるによるによるによる幼幼幼幼小中小中小中小中学学学学校校校校へへへへののののククククーラーーラーーラーーラー設設設設置置置置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 福祉福祉福祉福祉・・・・医医医医療療療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)))) 国国国国民民民民健康健康健康健康保保保保険険険険のののの課課課課題題題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。。。。

((((2222)))) ひひひひきこきこきこきこももももりりりり、、、、ニニニニートのートのートのートの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うううう。。。。

4444 産産産産業業業業のののの振興振興振興振興とととと雇雇雇雇用用用用のののの創創創創出出出出・・・・安定安定安定安定についてについてについてについて

((((1111)))) 公公公公共工事共工事共工事共工事のののの総合総合総合総合評価評価評価評価改改改改善善善善によるによるによるによる参参参参入入入入機会機会機会機会のののの改改改改革革革革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)))) 県県県県発発発発注公注公注公注公共工事共工事共工事共工事のののの最最最最低低低低制制制制限限限限価格価格価格価格をををを99990000％％％％以以以以上上上上にににに引引引引きききき上上上上げげげげるるるる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)))) 県内県内県内県内企企企企業業業業優優優優先発先発先発先発注注注注、、、、下下下下請請請請のののの県内県内県内県内企企企企業業業業優優優優先先先先、、、、県県県県産産産産品品品品（（（（資材資材資材資材））））のののの積極積極積極積極活用活用活用活用にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用のののの課課課課題題題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。。。。

5555 観光産観光産観光産観光産業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) 東京東京東京東京ナナナナイイイイトトトト、、、、大大大大阪阪阪阪ナナナナイイイイトのトのトのトの課課課課題題題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。。。。

((((2222)))) 「「「「やんやんやんやんばばばばるるるる」」」」のののの国国国国立立立立公園公園公園公園化化化化、、、、世界世界世界世界自然自然自然自然遺遺遺遺産産産産登録登録登録登録へへへへ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。。。。

((((3333)))) ククククルルルルーーーーズズズズ観光誘客観光誘客観光誘客観光誘客へへへへ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。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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

6666 20202020分分分分 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（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 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの2012012012015555年年年年度度度度県政県政県政県政運運運運営営営営のののの特徴特徴特徴特徴をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 知事知事知事知事公公公公約約約約のののの11115555年年年年度度度度当当当当初初初初予予予予算算算算へへへへのののの反映度反映度反映度反映度についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦戦戦戦略略略略構構構構想想想想についてについてについてについて

((((1111)))) 構構構構想想想想のののの意意意意義義義義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)))) 事業計画策定事業計画策定事業計画策定事業計画策定ののののススススケジケジケジケジューューューュールルルルをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済へへへへのののの波及効波及効波及効波及効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設阻阻阻阻止止止止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。。。。

((((2222)))) 普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの５５５５年以内年以内年以内年以内運運運運用用用用停停停停止止止止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)))) オオオオススススププププレレレレイイイイ配配配配備備備備撤回撤回撤回撤回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。。。。

5555 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導導導導入入入入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。。。。

((((1111)))) 事業計画事業計画事業計画事業計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) （（（（ＬＬＬＬＲＲＲＲＴＴＴＴ））））実証実証実証実証ルルルルートについてートについてートについてートについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県営鉄営鉄営鉄営鉄道道道道運運運運営営営営100100100100周周周周年年年年記念記念記念記念事業事業事業事業開催開催開催開催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 大大大大型型型型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設についてのについてのについてのについての進捗状況進捗状況進捗状況進捗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。。。。

7777 東東東東海岸海岸海岸海岸地地地地域振興域振興域振興域振興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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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

7777 20202020分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　徹徹徹徹（（（（うまんちゅのうまんちゅのうまんちゅのうまんちゅの会会会会）））） 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 辺野古新基地問題辺野古新基地問題辺野古新基地問題辺野古新基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 埋立埋立埋立埋立土砂土砂土砂土砂のののの総量総量総量総量、、、、採採採採取場取場取場取場所所所所、、、、調調調調達方達方達方達方法法法法についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 採採採採取地取地取地取地域域域域のののの自然自然自然自然やややや動動動動植物植物植物植物のののの影響影響影響影響についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県外外外外からのからのからのからの土砂土砂土砂土砂調調調調達達達達でででで有害物有害物有害物有害物質質質質やややや外来外来外来外来種種種種がががが混混混混入入入入することによってすることによってすることによってすることによって、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの環境環境環境環境にとっにとっにとっにとっ
てどのようなてどのようなてどのようなてどのような影響影響影響影響がががが懸懸懸懸念念念念されるかされるかされるかされるか。。。。

((((4444)))) 検証検証検証検証委員委員委員委員会会会会のののの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についてみについてみについてみについて問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事はははは、、、、建建建建白白白白書書書書のののの立場立場立場立場をををを堅堅堅堅持持持持しししし継続的継続的継続的継続的にににに推推推推進進進進実行実行実行実行するべきするべきするべきするべき。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

2222 東東東東村村村村高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設についてについてについてについて

((((1111)))) 安安安安倍倍倍倍政政政政権権権権はははは、、、、東東東東村村村村高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、ＮＮＮＮ４４４４地地地地区区区区のののの２２２２カカカカ所所所所とととと県道県道県道県道70707070号線号線号線号線からのからのからのからの進進進進
入入入入路路路路をををを米政米政米政米政府府府府にににに提供提供提供提供することをすることをすることをすることを閣閣閣閣議決定議決定議決定議決定したしたしたした。。。。新新新新たなたなたなたな基地機基地機基地機基地機能能能能のののの強強強強化化化化でありでありでありであり、、、、断断断断じてじてじてじて許許許許ささささ
れるれるれるれるもももものではないのではないのではないのではない。。。。東東東東村村村村高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設はははは中止中止中止中止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、工事工事工事工事車両車両車両車両のののの出入出入出入出入りりりり口口口口となるとなるとなるとなる県道県道県道県道70707070号線号線号線号線沿沿沿沿いのいのいのいの路側路側路側路側帯帯帯帯についてについてについてについて、、、、日米共同使用日米共同使用日米共同使用日米共同使用
をををを解解解解除除除除しししし米軍米軍米軍米軍専専専専用用用用にににに戻戻戻戻すすすす手続手続手続手続をををを始始始始めたとのめたとのめたとのめたとの報道報道報道報道があるがあるがあるがある。。。。抗議活抗議活抗議活抗議活動動動動をしているをしているをしているをしている住民住民住民住民のののの強強強強制制制制
排除排除排除排除でありでありでありであり、、、、決決決決してしてしてして許許許許してはいしてはいしてはいしてはいけけけけないないないない。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを問問問問うううう。。。。

3333 県民県民県民県民のののの水水水水のののの安全安全安全安全についてについてについてについて

((((1111)))) 福福福福地地地地ダダダダムからムからムからムから導導導導水水水水トントントントンネネネネルルルルでででで久久久久志志志志浄浄浄浄水水水水場場場場にににに受水受水受水受水しているしているしているしている状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、維持管理維持管理維持管理維持管理等等等等のののの計計計計
画画画画についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 導導導導水水水水トントントントンネネネネルルルル内内内内のののの水水水水生生生生動動動動物物物物についてについてについてについて

((((3333)))) 伊伊伊伊江島江島江島江島へへへへのののの送送送送水管水管水管水管ののの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、、、、保保保保安安安安管理管理管理管理等等等等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問問問問うううう。。。。

4444 北北北北部地部地部地部地域域域域ににににおおおおけけけけるるるる医医医医療療療療供給供給供給供給体体体体制制制制についてについてについてについて
　県立　県立　県立　県立北北北北部部部部病院病院病院病院をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした医医医医療療療療供給供給供給供給体体体体制制制制をつくることについてをつくることについてをつくることについてをつくることについて、、、、今後今後今後今後のののの計画計画計画計画とととと見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

5555 農農農農業大業大業大業大学学学学校校校校についてについてについてについて

((((1111)))) 整整整整備計画備計画備計画備計画についてのについてのについてのについての進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 学学学学生生生生及及及及びびびび教教教教職職職職員員員員等等等等ののののアアアアンンンンケケケケートをートをートをートを実実実実施施施施しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農農農農業業業業発発発発展展展展のためにのためにのためにのために適適適適地地地地をををを選選選選定定定定すべきですべきですべきですべきで
あるあるあるある。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

6666 県立名県立名県立名県立名護護護護中中中中央央央央公園公園公園公園整整整整備備備備についてについてについてについて
　　　　公園公園公園公園整整整整備備備備によってによってによってによって名名名名護護護護市大市大市大市大東区東区東区東区地地地地域域域域にににに浸水浸水浸水浸水被害被害被害被害がががが発発発発生生生生しているしているしているしている。。。。排排排排水水水水計画計画計画計画のののの変更変更変更変更などなどなどなど浸浸浸浸
水水水水対策対策対策対策をををを行行行行うべきうべきうべきうべき。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。
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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27272727年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月05050505    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

8888 20202020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 県政県政県政県政運運運運営営営営にににに臨臨臨臨むむむむ知事知事知事知事のののの基基基基本本本本姿勢姿勢姿勢姿勢にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題のののの解解解解決決決決やややや沖縄沖縄沖縄沖縄ののののソフソフソフソフトパワーをトパワーをトパワーをトパワーを活用活用活用活用したしたしたした県勢県勢県勢県勢発発発発展展展展などをなどをなどをなどを公公公公約約約約にににに掲掲掲掲げげげげ当当当当選選選選をををを果果果果たたたた
しししし、、、、公公公公約約約約実実実実現現現現にににに全全全全力力力力でででで取取取取りりりり組組組組むとしていますむとしていますむとしていますむとしています。。。。基地問題基地問題基地問題基地問題をををを初初初初めめめめ諸諸諸諸施施施施策策策策のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの決意決意決意決意をををを
おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((2222)))) ことしはことしはことしはことしは沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦、、、、太太太太平平平平洋洋洋洋戦戦戦戦戦戦戦戦争終結争終結争終結争終結70707070年年年年のののの節目節目節目節目をををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。今今今今ななななおおおお基地基地基地基地のののの重圧重圧重圧重圧にににに苦苦苦苦しめらしめらしめらしめら
れているれているれているれている現状現状現状現状、、、、平和平和平和平和をををを継承継承継承継承しししし非非非非戦戦戦戦のののの誓誓誓誓いをいをいをいを全全全全うするうするうするうする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを県政県政県政県政運運運運営営営営にににに打打打打ちちちち込込込込んんんんでいくでいくでいくでいく
のがのがのがのが節目節目節目節目ににににふふふふさわしいとさわしいとさわしいとさわしいと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか、、、、またまたまたまた事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとして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。。。。

((((3333)))) 平成平成平成平成27272727年年年年度度度度当当当当初初初初予予予予算額算額算額算額はははは7474747465656565億円億円億円億円でででで沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興予予予予算算算算のののの減減減減額額額額にににに伴伴伴伴いいいい国国国国庫庫庫庫支支支支出出出出金金金金はははは減減減減ったったったった
もももものののののののの県県県県税収税収税収税収入入入入等等等等のののの増増増増によりによりによりにより過過過過去去去去最高最高最高最高額額額額になったになったになったになった。。。。知事知事知事知事公公公公約約約約をををを果果果果たすためにたすためにたすためにたすために盛盛盛盛りりりり込込込込まれまれまれまれ
たたたた主主主主なななな事業事業事業事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 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ににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 米軍機米軍機米軍機米軍機からのからのからのからの装装装装備備備備品品品品やややや部部部部品品品品のののの落落落落下事下事下事下事故故故故がががが相次相次相次相次いでいでいでいで発発発発生生生生していることについてしていることについてしていることについてしていることについて、、、、昨昨昨昨年年年年はははは１１１１
年間年間年間年間でででで10101010件件件件のののの発発発発生生生生だだだだがががが、、、、ことしはことしはことしはことしは既既既既にににに４４４４件件件件がががが発発発発生生生生してしてしてしておおおおりりりり異異異異常常常常なななな状況状況状況状況であるであるであるである、、、、どういうことどういうことどういうことどういうこと
がががが起起起起因因因因しているしているしているしているもももものとのとのとのと考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか、、、、またまたまたまた、、、、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対対対対応応応応をしたかをしたかをしたかをしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍普天間米軍普天間米軍普天間米軍普天間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる工事工事工事工事水水水水域域域域にににに設設設設置置置置されるされるされるされる仮仮仮仮設設設設桟橋桟橋桟橋桟橋についてについてについてについて規模規模規模規模
とととと設設設設置目的置目的置目的置目的はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 交交交交通通通通政策政策政策政策にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの交交交交通施通施通施通施策策策策についてのについてのについてのについての基基基基本本本本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方ととと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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農農農農林林林林水水水水産産産産業業業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)))) 農農農農林林林林水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るるるる上上上上でででで担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成、、、、生生生生産価格産価格産価格産価格のののの向上向上向上向上、、、、生生生生産産産産意意意意欲欲欲欲のののの向上向上向上向上などなどなどなど課課課課
題題題題はははは多多多多岐岐岐岐にわたるがにわたるがにわたるがにわたるが、、、、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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本本本本県基県基県基県基幹幹幹幹産産産産業業業業であるキであるキであるキであるキビビビビのののの搬入搬入搬入搬入がががが各各各各工場工場工場工場でででで始始始始まっているがまっているがまっているがまっているが今今今今期期期期のののの見見見見込込込込みはみはみはみは例例例例年年年年とととと比比比比較較較較しししし
どのようになるかどのようになるかどのようになるかどのようになるか。。。。

5555 産産産産業業業業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)))) 金金金金融融融融業業業業やややや外国外国外国外国企企企企業業業業などのなどのなどのなどの県内県内県内県内へへへへのののの進出進出進出進出とのとのとの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、、、、県県県県へへへへ進出進出進出進出意意意意向向向向のあるのあるのあるのある企企企企業業業業はははは
いかいかいかいかほほほほどかどかどかどか。。。。雇雇雇雇用用用用効効効効果果果果にににに期待期待期待期待ももももかかるがかかるがかかるがかかるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような状況状況状況状況かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


