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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5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

1111 17171717分分分分 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 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)))) 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年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止についてについてについてについて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)))) 基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減のののの実効性実効性実効性実効性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)))) 辺野古海上辺野古海上辺野古海上辺野古海上へのブイへのブイへのブイへのブイ設置設置設置設置でマスコミでマスコミでマスコミでマスコミ記者記者記者記者にににに問問問問われわれわれわれ「「「「防衛省防衛省防衛省防衛省にににに聞聞聞聞いてくださいいてくださいいてくださいいてください」」」」等等等等、、、、発言発言発言発言のののの
真意真意真意真意をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) マスコミのマスコミのマスコミのマスコミの世論調査世論調査世論調査世論調査によるとによるとによるとによると「「「「移設作業移設作業移設作業移設作業はははは中止中止中止中止すべきだすべきだすべきだすべきだ」」」」80808080....2222％％％％にににに達達達達しししし知事承認批判知事承認批判知事承認批判知事承認批判もももも
74747474％％％％だだだだ、、、、普天間飛行場県内移設反対普天間飛行場県内移設反対普天間飛行場県内移設反対普天間飛行場県内移設反対もももも79797979....7777％。％。％。％。所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 知事選知事選知事選知事選のののの争点争点争点争点についてについてについてについて

((((1111)))) 菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官がががが知事知事知事知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認でででで「「「「もうもうもうもう過去過去過去過去のののの問題問題問題問題だだだだ。。。。争点争点争点争点にならないにならないにならないにならない」」」」とととと発言発言発言発言したしたしたした。。。。所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 カジノカジノカジノカジノ導入導入導入導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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ建設建設建設建設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。。。。

5555 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 久米島沖久米島沖久米島沖久米島沖のののの海洋発電事業海洋発電事業海洋発電事業海洋発電事業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。。。。
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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5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

2222 17171717分分分分 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)))) 公約公約公約公約のののの重重重重みにみにみにみに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 来来来来るるるる知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙でででで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辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進をををを公約公約公約公約とするかをとするかをとするかをとするかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場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のののの実現性実現性実現性実現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)))) 基地負担基地負担基地負担基地負担とととと振興策振興策振興策振興策はははは、、、、リンクするかをリンクするかをリンクするかをリンクするかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの訪米回数訪米回数訪米回数訪米回数、、、、予算総額予算総額予算総額予算総額をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 原発原発原発原発にににに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 県発注公共工事県発注公共工事県発注公共工事県発注公共工事がががが一部業者一部業者一部業者一部業者にににに偏偏偏偏っているっているっているっている課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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

((((1111)))) 総合評価総合評価総合評価総合評価のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 福祉医療行政福祉医療行政福祉医療行政福祉医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

3333 17171717分分分分 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 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)))) 普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 飛行場建設前飛行場建設前飛行場建設前飛行場建設前のののの集落集落集落集落、、、、人口人口人口人口、、、、土地利用土地利用土地利用土地利用のののの状況状況状況状況はどうだったかはどうだったかはどうだったかはどうだったか。。。。

ｲｲｲｲ 飛行場建設工事飛行場建設工事飛行場建設工事飛行場建設工事はははは何年何年何年何年からからからから始始始始まりまりまりまり、、、、完了完了完了完了したかしたかしたかしたか。。。。

ｳｳｳｳ 建設工事建設工事建設工事建設工事がががが始始始始まったまったまったまった時期時期時期時期、、、、そこにいたそこにいたそこにいたそこにいた住民住民住民住民はどこにはどこにはどこにはどこに避難避難避難避難またはまたはまたはまたは収収収収容容容容されていたかされていたかされていたかされていたか。。。。

ｴｴｴｴ 占領軍占領軍占領軍占領軍によるによるによるによる基地建設基地建設基地建設基地建設はははは国国国国際法際法際法際法にににに照照照照らしてらしてらしてらして合合合合法法法法かかかか。。。。

ｵｵｵｵ 現現現現在在在在のののの普天間飛行場内普天間飛行場内普天間飛行場内普天間飛行場内ににににああああるるるる施施施施設名設名設名設名、、、、機能機能機能機能についてについてについてについて

ｶｶｶｶ 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移設移設移設移設先先先先とされるとされるとされるとされる名名名名護市護市護市護市辺野古辺野古辺野古辺野古ののののキャキャキャキャンンンンプ・シュワプ・シュワプ・シュワプ・シュワブブブブ沿岸沿岸沿岸沿岸部部部部にににに建設建設建設建設されるされるされるされる
新新新新基地基地基地基地のののの施施施施設名設名設名設名、、、、機能機能機能機能についてについてについてについて

((((2222)))) キャキャキャキャンンンンプ・シュワプ・シュワプ・シュワプ・シュワブについてブについてブについてブについて

ｱｱｱｱ 名前名前名前名前のののの由由由由来来来来はははは。。。。

ｲｲｲｲ 基地建設前基地建設前基地建設前基地建設前、、、、難民収難民収難民収難民収容容容容所所所所としてとしてとしてとして使使使使われていたとわれていたとわれていたとわれていたと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。当当当当地地地地にににに収収収収容容容容されたされたされたされた出身出身出身出身者者者者につにつにつにつ
いていていていて

ｳｳｳｳ 戦戦戦戦時中時中時中時中ないしないしないしないし収収収収容容容容所所所所ののののああああったったったった期間期間期間期間にににに戦没戦没戦没戦没者者者者がいたかがいたかがいたかがいたか。。。。

ｴｴｴｴ 戦没戦没戦没戦没者者者者のののの遺骨遺骨遺骨遺骨はどうなったかはどうなったかはどうなったかはどうなったか、、、、埋埋埋埋葬葬葬葬されたままかされたままかされたままかされたままか、、、、収収収収骨骨骨骨されたかされたかされたかされたか。。。。

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)))) 2012201220122012年年年年３３３３月月月月、、、、西西西西原原原原町町町町のののの小学校小学校小学校小学校でででで体育体育体育体育のののの授授授授業中業中業中業中のののの事事事事故故故故でででで起起起起こったこったこったこった「「「「脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減減減減少症少症少症少症」」」」のののの補補補補
償償償償についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事事事事故当故当故当故当時時時時のののの状況状況状況状況とととと、、、、そのそのそのその後後後後のののの経経経経過過過過についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 県県県県外外外外でででで治療治療治療治療をををを受受受受けけけけたためたためたためたため、、、、保険保険保険保険外適外適外適外適用用用用になっているになっているになっているになっている。。。。これにこれにこれにこれに対対対対するするするする対対対対応応応応についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 「「「「脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液脳脊髄液減減減減少症少症少症少症」」」」のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの県内県内県内県内のののの実実実実態態態態についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 条例条例条例条例等等等等のののの制定制定制定制定によってによってによってによって救済救済救済救済策策策策がががが講講講講じじじじられないかられないかられないかられないか、、、、県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて。。。。他他他他県県県県のののの現状現状現状現状はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか。。。。

((((2222)))) 名名名名護特別支援学校護特別支援学校護特別支援学校護特別支援学校のののの温室温室温室温室設置要設置要設置要設置要望望望望についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 当校当校当校当校からのからのからのからの要要要要望望望望のののの内内内内容容容容とととと必必必必要性要性要性要性のののの有無有無有無有無についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 要要要要望望望望にににに対対対対するするするする教育庁教育庁教育庁教育庁のののの対対対対応応応応についてについてについてについて

3333 待機児童待機児童待機児童待機児童解解解解消消消消策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内市町村市町村市町村市町村でででで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数数数数はははは、、、、８８８８月末日月末日月末日月末日現現現現在在在在でででで上位上位上位上位からどういうからどういうからどういうからどういう現状現状現状現状ににににああああるるるる
かかかか。。。。

((((2222)))) 県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村のののの解解解解消消消消策策策策のののの施施施施策策策策についてについてについてについて、、、、次次次次年年年年度度度度からからからから「「「「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新制度支援新制度支援新制度支援新制度」」」」がががが始始始始まるまるまるまる
がががが、、、、解解解解消消消消策策策策はははは従従従従前前前前どどどどおおおおりかりかりかりか、、、、計画計画計画計画のののの見見見見直直直直しがしがしがしがああああるかるかるかるか。。。。

((((3333)))) 事業所内事業所内事業所内事業所内のののの保保保保育施育施育施育施設設設設のののの設置設置設置設置にににに対対対対するするするする県県県県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

4444 海海海海岸漂着物岸漂着物岸漂着物岸漂着物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)))) 海海海海岸漂着物岸漂着物岸漂着物岸漂着物・ゴ・ゴ・ゴ・ゴミミミミ等等等等のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策費費費費、、、、過去過去過去過去５５５５年年年年のののの推移推移推移推移についてについてについてについて（（（（自自自自治治治治体単体単体単体単位位位位にににに））））
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((((2222)))) 沖沖沖沖縄縄縄縄県海県海県海県海岸漂着物岸漂着物岸漂着物岸漂着物地地地地域域域域対策推進事業基対策推進事業基対策推進事業基対策推進事業基金条例金条例金条例金条例はははは、、、、平成平成平成平成27272727年年年年３３３３月月月月31313131日日日日でででで失失失失効効効効するがするがするがするが、、、、そそそそ
のののの後後後後のののの漂着物漂着物漂着物漂着物対策対策対策対策のののの目的目的目的目的をををを達達達達成成成成するためにどのようなするためにどのようなするためにどのようなするためにどのような施施施施策策策策をををを講講講講じじじじるかるかるかるか。。。。

5555 公公公公安安安安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)))) 交通交通交通交通事事事事故故故故・・・・犯罪犯罪犯罪犯罪などなどなどなど危危危危険険険険ドラッグドラッグドラッグドラッグがががが市市市市中中中中でででで販売販売販売販売されされされされ、、、、重大重大重大重大なななな問題問題問題問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。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄のののの現現現現
状状状状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)))) 西崎特別支援学校正門西崎特別支援学校正門西崎特別支援学校正門西崎特別支援学校正門前前前前のののの信号機信号機信号機信号機設置要設置要設置要設置要請請請請にににに対対対対するするするする対対対対応応応応についてについてについてについて

6666 県県県県管理管理管理管理のののの２２２２級河川級河川級河川級河川・・・・饒波川饒波川饒波川饒波川についてについてについてについて

((((1111)))) 整備整備整備整備のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと工事完了工事完了工事完了工事完了はいつかはいつかはいつかはいつか。。。。

((((2222)))) 工事完了工事完了工事完了工事完了済済済済みのみのみのみのほほほほととととんんんんどのどのどのどの部分部分部分部分でででで雑草雑草雑草雑草とととと土土土土砂砂砂砂がががが堆積堆積堆積堆積しししし川幅川幅川幅川幅がががが狭狭狭狭くなっているがくなっているがくなっているがくなっているが、、、、そのそのそのその対対対対
策策策策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように講講講講じじじじるつもりかるつもりかるつもりかるつもりか。。。。

((((3333)))) 河川整備河川整備河川整備河川整備のののの理念理念理念理念にににに合合合合致致致致したしたしたした整備整備整備整備がががが現状現状現状現状のののの饒波川饒波川饒波川饒波川だとだとだとだと認認認認識識識識しているかしているかしているかしているか。。。。

7777 豊豊豊豊見見見見城団城団城団城団地地地地南南南南分分分分譲譲譲譲地内地内地内地内のののの崖崩崖崩崖崩崖崩れれれれ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)))) 当該自当該自当該自当該自治会治会治会治会からのからのからのからの陳情陳情陳情陳情はははは採択採択採択採択されたがされたがされたがされたが、、、、対策対策対策対策にににに向向向向けけけけてのてのてのての動動動動きがきがきがきが見見見見ええええないというないというないというないという不安不安不安不安をををを住住住住
民民民民はははは抱抱抱抱いているいているいているいている。。。。対策対策対策対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。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

4444 17171717分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) スコスコスコスコットラットラットラットランンンンドドドド住民住民住民住民投票投票投票投票はははは沖沖沖沖縄縄縄縄のののの将将将将来来来来にとってにとってにとってにとって示唆示唆示唆示唆をををを含含含含むむむむものだとものだとものだとものだと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを
聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 米米米米軍軍軍軍基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「全全全全国国国国のののの0000....6666％％％％のののの面積面積面積面積にににに74747474％％％％のののの米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地はもうはもうはもうはもうゴメゴメゴメゴメンですンですンですンです。」。」。」。」だからだからだからだから「「「「普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地をををを県県県県外外外外
移設移設移設移設へへへへ」」」」とととと４４４４年前年前年前年前のののの選挙選挙選挙選挙でででで約約約約束束束束しましたしましたしましたしました。。。。成果成果成果成果をををを示示示示せせせせ。。。。

ｲｲｲｲ 報報報報道道道道によれによれによれによればばばば辺野古沖辺野古沖辺野古沖辺野古沖のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認についてはについてはについてはについては「「「「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問題問題問題問題をををを解解解解決決決決するするするする最短最短最短最短
のののの方法方法方法方法だだだだ」」」」とととと発言発言発言発言しているしているしているしている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで「「「「県県県県外外外外がががが早早早早いいいい」」」」とととと説明説明説明説明してきたしてきたしてきたしてきた。。。。

ｳｳｳｳ 何何何何のののの担保担保担保担保もないもないもないもない「「「「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」」」」はははは、、、、承認承認承認承認後後後後にににに「「「「危危危危険性険性険性険性のののの除除除除去去去去」」」」ででででごごごごまかすまかすまかすまかす戦術戦術戦術戦術のののの
ようだがようだがようだがようだが、「、「、「、「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設かさもなくかさもなくかさもなくかさもなくばばばば固定化固定化固定化固定化だだだだ」」」」とするとするとするとする政政政政府府府府のののの恫喝恫喝恫喝恫喝にににに歩歩歩歩調調調調をををを合合合合わわわわせせせせたたたた一一一一体体体体
的的的的なななな県民県民県民県民だましでだましでだましでだましでああああるるるる。。。。県民県民県民県民のののの要求要求要求要求はははは建建建建白書白書白書白書にににに盛盛盛盛られたられたられたられた「「「「新新新新基地建設反対基地建設反対基地建設反対基地建設反対」」」」ででででああああるるるる。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「基地基地基地基地はははは沖沖沖沖縄自縄自縄自縄自立立立立へのへのへのへの阻害阻害阻害阻害要要要要因因因因ででででああああるるるる」」」」知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｵｵｵｵ 新新新新基地建設基地建設基地建設基地建設とととと21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンのンのンのンの整整整整合性合性合性合性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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 沖沖沖沖縄縄縄縄電電電電力力力力のののの小小小小型原発型原発型原発型原発研究研究研究研究についてについてについてについて中止中止中止中止をををを申申申申しししし入入入入れるべきではないかれるべきではないかれるべきではないかれるべきではないか。。。。

((((4444)))) 伊良伊良伊良伊良部部部部架橋供架橋供架橋供架橋供用用用用にににに伴伴伴伴うううう地地地地域域域域のののの振興振興振興振興とととと下下下下地島地島地島地島空港及空港及空港及空港及びびびび周周周周辺辺辺辺残残残残地利地利地利地利活活活活用用用用についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 下下下下地島地島地島地島空港及空港及空港及空港及びびびび周周周周辺用地辺用地辺用地辺用地方方方方策策策策検討検討検討検討についてについてについてについて経緯経緯経緯経緯とととと今後今後今後今後のののの日程日程日程日程等等等等についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 架橋架橋架橋架橋完完完完成成成成にににに伴伴伴伴ってってってって伊良伊良伊良伊良部島振興等部島振興等部島振興等部島振興等をををを含含含含むむむむ下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港・・・・周周周周辺辺辺辺残残残残地地地地のののの利利利利活活活活用用用用計画計画計画計画のののの見見見見直直直直
しについてしについてしについてしについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 架橋供架橋供架橋供架橋供用用用用にににに伴伴伴伴うううう伊良伊良伊良伊良部部部部・・・・宮宮宮宮古古古古圏域圏域圏域圏域にどれにどれにどれにどれほほほほどのどのどのどの経済経済経済経済効効効効果果果果ががががああああるとるとるとると考考考考ええええているかているかているかているか。。。。またまたまたまた伊伊伊伊
良良良良部島部島部島部島ににににおけおけおけおけるるるる具体的具体的具体的具体的なななな振興策振興策振興策振興策をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事のののの1000100010001000万万万万人人人人観光客構想観光客構想観光客構想観光客構想ではではではでは宮宮宮宮古島古島古島古島へのへのへのへの観光客観光客観光客観光客数数数数のののの増加増加増加増加はどれくらいをはどれくらいをはどれくらいをはどれくらいを予予予予想想想想していしていしていしてい
るかるかるかるか。。。。

ｵｵｵｵ 架橋供架橋供架橋供架橋供用用用用によるによるによるによる観光観光観光観光振興振興振興振興のののの可能可能可能可能性性性性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見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｶｶｶｶ 架橋架橋架橋架橋完完完完成成成成によってによってによってによって陸陸陸陸路路路路運運運運送送送送がががが可能可能可能可能となりとなりとなりとなり、、、、下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港のののの輸送輸送輸送輸送基地基地基地基地としてのとしてのとしてのとしての活活活活用用用用はははは具体具体具体具体
化化化化をををを帯帯帯帯びびびびているているているている。。。。輸送輸送輸送輸送基地基地基地基地としてのとしてのとしてのとしての活活活活用用用用はははは那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港でもでもでもでも不不不不足足足足してしてしてしておおおおりりりり、、、、雇雇雇雇用用用用をををを含含含含むむむむ大大大大きききき
なななな地地地地域域域域振興振興振興振興としてとしてとしてとして可能可能可能可能性性性性ががががああああるるるる。。。。

ｷｷｷｷ 宮宮宮宮古古古古空港空港空港空港のののの繁忙繁忙繁忙繁忙期期期期ににににおけおけおけおけるるるる下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港のののの活活活活用用用用やややや中国中国中国中国、、、、台湾台湾台湾台湾等等等等からのからのからのからのチチチチャャャャーターーターーターーター便便便便のののの招招招招
致致致致がががが検討検討検討検討されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港にににに最最最最低限低限低限低限ののののターターターターミミミミナルナルナルナルをををを設置設置設置設置しししし、、、、ほほほほかのかのかのかの
県県県県管理空港管理空港管理空港管理空港とととと同様同様同様同様、、、、民間民間民間民間機機機機がががが就航就航就航就航できるようにすべきでできるようにすべきでできるようにすべきでできるようにすべきでああああるるるる。。。。政政政政府府府府がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと沖沖沖沖縄縄縄縄振興振興振興振興
のののの責務責務責務責務をををを果果果果たすべきというたすべきというたすべきというたすべきという観観観観点点点点からもからもからもからもターターターターミミミミナルナルナルナル設置設置設置設置にににに対対対対するするするする補補補補助助助助支援支援支援支援をををを求求求求めていくべめていくべめていくべめていくべ
きときときときと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｸｸｸｸ 農農農農業業業業ゾーゾーゾーゾーンのンのンのンの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｹｹｹｹ 県県県県管理空港管理空港管理空港管理空港をををを一一一一度度度度廃廃廃廃止止止止したらしたらしたらしたら二二二二度度度度とととと復復復復活活活活はできないはできないはできないはできない。。。。下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港はははは宮宮宮宮古古古古圏域圏域圏域圏域のののの振興発振興発振興発振興発
展展展展のののの要要要要ででででああああるるるる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｺｺｺｺ 強風強風強風強風等等等等によるによるによるによる橋橋橋橋のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖とととと飛行飛行飛行飛行機機機機のののの発発発発着着着着のののの関係関係関係関係によるによるによるによるハーハーハーハードドドドルルルル。。。。

ｻｻｻｻ 地地地地域域域域のののの均均均均等等等等なななな発発発発展展展展とととと自自自自然然然然保保保保全全全全等等等等のためののためののためののための伊良伊良伊良伊良部部部部・・・・下下下下地島地島地島地島へのへのへのへの広広広広域域域域公公公公園誘園誘園誘園誘致致致致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をををを聞聞聞聞くくくく。。。。
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ｼｼｼｼ 架橋架橋架橋架橋完完完完成成成成にににに伴伴伴伴ってってってって伊良伊良伊良伊良部部部部高高高高校校校校のののの存続存続存続存続問題問題問題問題がががが課題課題課題課題となってくるがとなってくるがとなってくるがとなってくるが、、、、教育教育教育教育長長長長のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｽｽｽｽ 下下下下地島利用問題地島利用問題地島利用問題地島利用問題でででで當銘當銘當銘當銘部長部長部長部長はははは「「「「屋屋屋屋良良良良覚覚覚覚書書書書やややや西西西西銘確銘確銘確銘確認認認認書書書書はははは周周周周辺辺辺辺残残残残地地地地にはにはにはには及及及及ばばばばないないないない」」」」とととと発発発発
言言言言しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠をををを示示示示せせせせ。。。。

((((5555)))) 県総合防県総合防県総合防県総合防災訓練災訓練災訓練災訓練へのへのへのへの自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊、、、、米米米米軍軍軍軍のののの参参参参加加加加についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 防防防防災訓練災訓練災訓練災訓練をををを理由理由理由理由にしたにしたにしたにした自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊ヘヘヘヘリのリのリのリの下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港利用利用利用利用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をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 米国海米国海米国海米国海兵隊兵隊兵隊兵隊ササササイイイイトトトトによるとによるとによるとによると「「「「沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県がががが海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの災災災災害救害救害救害救助助助助のののの分野分野分野分野ににににおけおけおけおけるるるる機能機能機能機能にににに理理理理解解解解をををを示示示示
しししし、、、、初初初初めてめてめてめて海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの参参参参加加加加をををを求求求求めましためましためましためました」」」」ととととああああるるるる。。。。ななななぜぜぜぜこれまでこれまでこれまでこれまで例例例例のないのないのないのない在在在在沖海沖海沖海沖海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの参参参参加加加加
とととと米米米米軍機軍機軍機軍機のののの利用利用利用利用をををを求求求求めたのかめたのかめたのかめたのか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((6666)))) 「「「「特別特別特別特別警警警警報報報報」」」」ににににおけおけおけおけるるるる災災災災害害害害対策対策対策対策本本本本部長部長部長部長のののの飲酒飲酒飲酒飲酒問題問題問題問題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をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((7777)))) 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機によるマンによるマンによるマンによるマンゴゴゴゴーーーー輸送輸送輸送輸送についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊ヘヘヘヘリリリリ使使使使用用用用のののの指指指指示示示示はははは知事知事知事知事がががが行行行行ったのかったのかったのかったのか。。。。そのそのそのその経緯経緯経緯経緯とととと見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((8888)))) 宮宮宮宮古古古古広広広広域域域域公公公公園候園候園候園候補補補補地選地選地選地選定定定定のののの経緯経緯経緯経緯とととと今後今後今後今後のののの日程日程日程日程等等等等についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

((((9999)))) 離離離離島島島島ににににおけおけおけおけるるるる太陽太陽太陽太陽光光光光発電設発電設発電設発電設備備備備のののの接続接続接続接続申申申申込込込込保保保保留留留留問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、現状現状現状現状のののの経緯経緯経緯経緯とととと解解解解決決決決にににに向向向向けけけけ
たたたた県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

5555 17171717分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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についてについてについてについて

((((1111)))) 県民世論県民世論県民世論県民世論にににに対対対対するするするする認認認認識識識識とととと対対対対応応応応についてについてについてについて
８８８８月月月月26262626日日日日にににに報報報報道道道道されたされたされたされた琉球琉球琉球琉球新報新報新報新報とととと沖沖沖沖縄縄縄縄テレテレテレテレビビビビ放送放送放送放送合合合合同同同同県内世論調査県内世論調査県内世論調査県内世論調査のののの結結結結果果果果によるとによるとによるとによると、、、、政政政政
府府府府がががが米米米米軍軍軍軍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名名名名護市護市護市護市辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに向向向向けけけけたたたた海海海海底底底底ボーボーボーボーリンリンリンリンググググ調査調査調査調査をををを開開開開始始始始したことしたことしたことしたこと
にににに対対対対してしてしてして「「「「移設作業移設作業移設作業移設作業はははは中止中止中止中止すべきだすべきだすべきだすべきだ」」」」とのとのとのとの回答回答回答回答はははは80808080....2222％％％％にににに上上上上りりりり、「、「、「、「そのままそのままそのままそのまま進進進進めるべきだめるべきだめるべきだめるべきだ」」」」とととと
回答回答回答回答したしたしたした19191919....8888％％％％をををを大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。県民県民県民県民はははは移設作業移設作業移設作業移設作業のののの中止中止中止中止をををを求求求求めているがめているがめているがめているが県民世論県民世論県民世論県民世論
にににに対対対対するするするする認認認認識識識識とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地地地地元元元元名名名名護市護市護市護市のののの民意民意民意民意にににに対対対対するするするする認認認認識識識識とととと対対対対応応応応についてについてについてについて
名名名名護市護市護市護市議議議議会会会会議員議員議員議員選挙選挙選挙選挙ではではではでは27272727議席議席議席議席中中中中、、、、辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対はははは16161616人人人人でででで過過過過半半半半数数数数をををを占占占占めましためましためましためました。。。。１１１１
月月月月のののの名名名名護市護市護市護市長選挙長選挙長選挙長選挙でででで名名名名護市護市護市護市辺野古辺野古辺野古辺野古でのでのでのでの新新新新基地建設基地建設基地建設基地建設にににに反対反対反対反対するするするする稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺進進進進市市市市長長長長がががが当当当当選選選選しししし、、、、地地地地
元元元元名名名名護市護市護市護市民民民民はははは辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対のののの意意意意思思思思をををを示示示示しましたしましたしましたしました。。。。選挙選挙選挙選挙によってによってによってによって示示示示されたされたされたされた地地地地元元元元住民住民住民住民のののの民民民民
意意意意をををを尊尊尊尊重重重重すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええるがるがるがるが知事知事知事知事のののの認認認認識識識識とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県議議議議会会会会決決決決議議議議にににに対対対対するするするする認認認認識識識識とととと対対対対応応応応についてについてについてについて
９９９９月月月月３３３３日日日日、「、「、「、「辺野古辺野古辺野古辺野古ののののボーボーボーボーリンリンリンリンググググ調査等調査等調査等調査等のののの強強強強行行行行にににに抗議抗議抗議抗議しししし、、、、新新新新基地建設工事基地建設工事基地建設工事基地建設工事のののの即即即即時中止時中止時中止時中止をををを求求求求
めるめるめるめる意見意見意見意見書書書書」」」」をををを議議議議決決決決しししし、、、、政政政政府府府府にににに要要要要請請請請しましたしましたしましたしました。。。。県県県県議議議議会会会会のののの決決決決議議議議をををを尊尊尊尊重重重重すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええるがるがるがるが知事知事知事知事
のののの認認認認識識識識とととと対対対対応応応応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県県県県外外外外移設移設移設移設にににに対対対対するするするする認認認認識識識識とととと対対対対応応応応についてについてについてについて
防衛省防衛省防衛省防衛省はははは佐賀佐賀佐賀佐賀県県県県空港空港空港空港へのへのへのへの移設移設移設移設もももも計画計画計画計画してしてしてしておおおおりりりり、、、、知事知事知事知事もももも県県県県外外外外移設移設移設移設がががが早早早早いといといといと主張主張主張主張してきたしてきたしてきたしてきた経経経経
緯緯緯緯ががががあああありりりり「「「「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」」」」をををを要求要求要求要求しているしているしているしている。「。「。「。「米海米海米海米海兵隊兵隊兵隊兵隊のののの沖沖沖沖縄縄縄縄駐留駐留駐留駐留
のののの必必必必然然然然性性性性」「」「」「」「抑抑抑抑止止止止力力力力」」」」のののの根拠根拠根拠根拠がががが崩崩崩崩れれれれ、、、、沖沖沖沖縄縄縄縄駐留駐留駐留駐留はははは「「「「政治政治政治政治的的的的なななな判判判判断断断断のののの結結結結果果果果」」」」ということだとということだとということだとということだと考考考考
ええええられるがられるがられるがられるが、、、、知事知事知事知事はははは辺野古埋立作業中止辺野古埋立作業中止辺野古埋立作業中止辺野古埋立作業中止をををを求求求求めめめめ県県県県外外外外移設移設移設移設にににに取取取取りりりり組組組組むむむむべきではないかべきではないかべきではないかべきではないか対対対対応応応応
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県民県民県民県民生活生活生活生活とととと雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 県民所県民所県民所県民所得得得得とととと雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ １１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの県民所県民所県民所県民所得得得得をををを平成平成平成平成33333333年年年年度度度度までにまでにまでにまでに271271271271万万万万円円円円程度程度程度程度にににに引引引引きききき上上上上げげげげるためのるためのるためのるための具体的具体的具体的具体的なななな
取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 本本本本県県県県のののの県民所県民所県民所県民所得得得得がががが低低低低いのはいのはいのはいのは、、、、全全全全国国国国平平平平均均均均にににに比比比比べてべてべてべて１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの県民県民県民県民雇雇雇雇用者用者用者用者報報報報酬酬酬酬がががが低低低低いこいこいこいこ
ともともともとも要要要要因因因因とととと考考考考ええええるがるがるがるが県県県県のののの認認認認識識識識とととと今後今後今後今後のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用対策用対策用対策用対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本本本本県県県県のののの給与水準給与水準給与水準給与水準はははは全全全全国国国国とととと比較比較比較比較してしてしてして現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。平成平成平成平成33333333年年年年度度度度のののの目目目目標標標標とするとするとするとする給与水準給与水準給与水準給与水準とととと
達達達達成成成成するためのするためのするためのす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。。。。

ｲｲｲｲ 本本本本県県県県のののの非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの賃賃賃賃金金金金水準水準水準水準はははは全全全全国国国国とととと比較比較比較比較してしてしてして現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの賃賃賃賃金金金金水準水準水準水準とととと
比較比較比較比較するとどのようになっているかするとどのようになっているかするとどのようになっているかするとどのようになっているか。。。。平成平成平成平成33333333年年年年度度度度のののの目目目目標標標標とするとするとするとする非非非非正正正正規雇規雇規雇規雇用用用用にににに対対対対するするするする今後今後今後今後
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。。。。

3333 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院のののの経経経経営営営営安定化計画安定化計画安定化計画安定化計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと今後今後今後今後のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 医医医医師確師確師確師確保保保保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

ｱｱｱｱ 医医医医師師師師不在不在不在不在でででで診診診診療療療療休休休休止止止止ももももああああるがるがるがるが医医医医師確師確師確師確保保保保のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。
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ｲｲｲｲ 沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県北北北北部地部地部地部地域及域及域及域及びびびび離離離離島島島島緊急緊急緊急緊急医医医医師確師確師確師確保対策基保対策基保対策基保対策基金金金金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。。。。

ｳｳｳｳ 琉球琉球琉球琉球大大大大学学学学とのとのとのとの連連連連携携携携についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 新新新新八八八八重重重重山病院山病院山病院山病院のののの基基基基本本本本計画計画計画計画でででで研研研研修修修修・・・・教育機能教育機能教育機能教育機能としてとしてとしてとして臨床臨床臨床臨床研研研研修修修修制度制度制度制度のののの導入導入導入導入をををを目目目目指指指指すことにすことにすことにすことに
なっているがなっているがなっているがなっているが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)))) 新新新新八八八八重重重重山病院山病院山病院山病院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 離離離離島島島島患患患患者者者者のののの付添付添付添付添人等人等人等人等のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設整備整備整備整備についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 保保保保育育育育所所所所についてはについてはについてはについては、、、、病院敷病院敷病院敷病院敷地内地内地内地内にににに用地用地用地用地をををを確確確確保保保保することになっているがすることになっているがすることになっているがすることになっているが施施施施設設設設整備整備整備整備とととと運運運運営営営営
についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 新新新新病院病院病院病院からのからのからのからの排水処排水処排水処排水処理理理理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 離離離離島振興島振興島振興島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 波照波照波照波照間間間間航航航航空空空空路再開路再開路再開路再開についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 第第第第一一一一航航航航空空空空によるによるによるによる波照波照波照波照間間間間航航航航空空空空路線就航路線就航路線就航路線就航のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと運行運行運行運行開開開開始始始始のめどをのめどをのめどをのめどを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 新新新新石垣石垣石垣石垣空港空港空港空港はははは、、、、利用利用利用利用客客客客のののの増加増加増加増加でででで混混混混雑雑雑雑しているがしているがしているがしているが発発発発着着着着業業業業務務務務ススススペーペーペーペースススス確確確確保等保等保等保等のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｳｳｳｳ 運運運運航航航航費補費補費補費補助助助助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対対対対応応応応するかするかするかするか。。。。

((((2222)))) 与那与那与那与那国国国国航航航航空空空空輸送輸送輸送輸送体制体制体制体制のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＲＡＲＡＲＡＲＡＣＣＣＣのののの機機機機材更材更材更材更新新新新へのへのへのへの支援支援支援支援とととと課題解課題解課題解課題解決決決決のののの見見見見通通通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 抜本抜本抜本抜本的的的的解解解解決決決決はジはジはジはジェェェェットットットット機機機機のののの就航就航就航就航だとだとだとだと考考考考ええええるがるがるがるが県県県県のののの認認認認識識識識ととととＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬググググルールールーループプププとしてとしてとしてとして機機機機材材材材をををを確確確確保保保保
してしてしてして就航就航就航就航ささささせせせせることへのることへのることへのることへ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)))) 与那与那与那与那国国国国自自自自衛衛衛衛隊監視隊監視隊監視隊監視レーダーレーダーレーダーレーダーについてについてについてについて
久部久部久部久部良良良良集落集落集落集落のののの裏山裏山裏山裏山ににににレーダーレーダーレーダーレーダー建設建設建設建設がががが進進進進められようとしているがめられようとしているがめられようとしているがめられようとしているが、、、、民民民民家家家家からからからからああああまりにもまりにもまりにもまりにも近近近近くくくく、、、、
頭頭頭頭上上上上にににに設置設置設置設置されるされるされるされるレーダーレーダーレーダーレーダーのののの電電電電磁磁磁磁波波波波によるによるによるによる健康健康健康健康やややや生活生活生活生活にににに対対対対するするするする悪影響悪影響悪影響悪影響をををを大大大大変心配変心配変心配変心配していしていしていしてい
るるるる。。。。設置設置設置設置されるされるされるされるレーダーレーダーレーダーレーダーのののの位置位置位置位置、、、、電電電電磁磁磁磁波波波波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県県県県のののの認認認認識識識識とととと計画計画計画計画のののの中止中止中止中止をををを求求求求めてめてめてめて
健康健康健康健康被被被被害害害害等等等等のののの検検検検証証証証をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 農農農農業行政業行政業行政業行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県営水営水営水営水質保質保質保質保全全全全対策事業対策事業対策事業対策事業のののの経緯経緯経緯経緯とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成23232323年年年年度度度度からからからから地地地地方方方方財財財財政政政政法法法法にににに基基基基づづづづくくくく議議議議決決決決によりによりによりにより、、、、新新新新たにたにたにたに地地地地元元元元負担負担負担負担金金金金をををを徴徴徴徴収収収収することにすることにすることにすることに
なったなったなったなった理由理由理由理由とととと再再再再度度度度見見見見直直直直してしてしてして地地地地元元元元負担負担負担負担金金金金をををを廃廃廃廃止止止止することについてすることについてすることについてすることについて対対対対応応応応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5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

6666 17171717分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（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についてについてについてについて

((((1111)))) ８８８８年前年前年前年前のののの知事公約知事公約知事公約知事公約とのとのとのとの関連関連関連関連

ｱｱｱｱ ８８８８年前年前年前年前、、、、４４４４年前年前年前年前のののの仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事のののの公約公約公約公約「「「「完完完完全失全失全失全失業業業業率率率率のののの全全全全国国国国平平平平均均均均化化化化」」」」はははは実現実現実現実現したかしたかしたかしたか。。。。平成平成平成平成
24242424年年年年のののの全全全全国国国国平平平平均均均均とととと沖沖沖沖縄縄縄縄のののの完完完完全失全失全失全失業業業業率率率率のののの比較比較比較比較をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 観光客観光客観光客観光客年間年間年間年間1000100010001000万万万万人人人人（（（（10101010年年年年後後後後、、、、2016201620162016年年年年））））をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために平成平成平成平成25252525年年年年及及及及びびびび26262626年年年年のののの観光客観光客観光客観光客
数数数数（（（（目目目目標標標標））））はははは何人何人何人何人になりますかになりますかになりますかになりますか。。。。またまたまたまた、、、、1000100010001000万万万万人人人人にににに対対対対するするするする平成平成平成平成25252525年年年年のののの達達達達成成成成率率率率をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 小学校小学校小学校小学校ににににおおおおいていていていて１１１１ククククララララスススス30303030人人人人学級学級学級学級についてについてについてについて、、、、各各各各学学学学年年年年（（（（１１１１年年年年からからからから６６６６年年年年））））のののの実実実実態態態態（（（（学級定学級定学級定学級定数数数数のののの
上上上上限限限限））））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)))) 2010201020102010年年年年（（（（平成平成平成平成22222222年年年年））））のののの知事選知事選知事選知事選のののの討討討討論会論会論会論会でででで「「「「沖沖沖沖縄縄縄縄にににに場所場所場所場所はどこにもないはどこにもないはどこにもないはどこにもない。。。。日日日日米米米米安安安安保保保保条条条条約約約約をををを享享享享
受受受受しているしているしているしている日日日日本本本本全体全体全体全体でででで責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって引引引引きききき受受受受けけけけてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい。」「。」「。」「。」「私私私私はははは日日日日米米米米両両両両政政政政府府府府がががが詰詰詰詰めためためためた
内内内内容容容容をををを見見見見直直直直してしてしてして県県県県外外外外へとへとへとへと言言言言っているっているっているっている。。。。県県県県外外外外へとへとへとへと言言言言っているのだからっているのだからっているのだからっているのだから、、、、県内移設県内移設県内移設県内移設はははは入入入入っていっていっていってい
ないことになるないことになるないことになるないことになる。」。」。」。」とととと発言発言発言発言したしたしたした。。。。現現現現在在在在はどうはどうはどうはどう考考考考ええええているかているかているかているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) カジノカジノカジノカジノ導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、県民県民県民県民のののの合意合意合意合意形形形形成成成成はできているとはできているとはできているとはできていると思思思思うかうかうかうか。。。。

((((4444)))) １１１１人人人人当当当当りりりり県民所県民所県民所県民所得得得得についてについてについてについて、、、、沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県のののの順位順位順位順位はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 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、、、、知事意見知事意見知事意見知事意見でででで「「「「環境環境環境環境保保保保全全全全上上上上不可能不可能不可能不可能」」」」としたとしたとしたとした。。。。そのことはそのことはそのことはそのことは防衛防衛防衛防衛局局局局のののの
回答回答回答回答「「「「工事工事工事工事のののの時時時時にににに注意注意注意注意をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、専専専専門門門門家家家家のののの指指指指導導導導」」」」をををを受受受受けけけけれれれればばばば解解解解消消消消されるものではないとされるものではないとされるものではないとされるものではないと思思思思
うううう。。。。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いたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港のののの第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路をををを米米米米軍軍軍軍がががが緊急緊急緊急緊急時時時時にににに利用利用利用利用をををを望望望望んんんんでいることがでいることがでいることがでいることが報報報報道道道道されたされたされたされた。。。。知事知事知事知事はははは
知知知知っていたかっていたかっていたかっていたか。。。。知知知知っていたならっていたならっていたならっていたなら、、、、誰誰誰誰からからからから聞聞聞聞いたかいたかいたかいたか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 「「「「県県県県外外外外がががが早早早早いいいい」」」」とのとのとのとの主張主張主張主張がががが、（、（、（、（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はてはてはては）「）「）「）「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問題問題問題問題をををを解解解解決決決決するするするする最短最短最短最短
のののの方法方法方法方法」」」」にににに変変変変わったわったわったわった理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 知事知事知事知事はははは埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認後後後後もももも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県県県外外外外移設移設移設移設をををを政政政政府府府府にににに求求求求めているかめているかめているかめているか。。。。またまたまたまた、、、、政政政政府府府府のののの回回回回
答答答答もももも伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 知事知事知事知事就任就任就任就任のののの2006200620062006年年年年（（（（平成平成平成平成18181818年年年年））））とととと2013201320132013年年年年をををを比較比較比較比較したしたしたした観光客観光客観光客観光客数数数数、、、、観光観光観光観光収入収入収入収入、、、、１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり消費消費消費消費
額額額額をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、消費消費消費消費額額額額ををををふやふやふやふやすためのすためのすためのすための対策対策対策対策、、、、施施施施策策策策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第5555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29292929    日日日日((((月月月月))))

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

7777 17171717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 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ににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地建設基地建設基地建設基地建設にににに伴伴伴伴うううう設設設設計計計計変更変更変更変更のののの申請申請申請申請はははは、、、、名名名名護市護市護市護市のののの同同同同意意意意やややや許許許許可可可可がなくてもがなくてもがなくてもがなくても工事工事工事工事をををを進進進進
められるとするめられるとするめられるとするめられるとする内内内内容容容容のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで国国国国はははは「「「「地地地地元元元元のののの理理理理解解解解がががが得得得得られるようられるようられるようられるよう説明説明説明説明するするするする」」」」としてとしてとしてとして
いたがいたがいたがいたが地地地地元元元元のののの意意意意思思思思をををを無無無無視視視視しししし、、、、問答問答問答問答無無無無用用用用ののののややややりりりり方方方方はははは余余余余りにもりにもりにもりにも強引強引強引強引なななな手手手手法法法法ででででああああるるるる。。。。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)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納以以以以南南南南のののの米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地のののの返還返還返還返還はははは移設移設移設移設条条条条件件件件ででででああああるるるる。。。。移設移設移設移設先先先先にににに嘉手納弾薬庫嘉手納弾薬庫嘉手納弾薬庫嘉手納弾薬庫ややややトトトトリイリイリイリイ通信通信通信通信
施施施施設設設設などのなどのなどのなどの黙黙黙黙認認認認耕耕耕耕作地作地作地作地がががが予予予予定定定定されされされされ耕耕耕耕作者作者作者作者はははは死死死死活活活活問題問題問題問題でででであああありりりり、、、、到底許到底許到底許到底許されるものではなされるものではなされるものではなされるものではな
いいいい。。。。施施施施設移設移設移設移転転転転はははは現現現現在在在在よりよりよりより基地基地基地基地機能機能機能機能がががが強強強強化化化化されるものでされるものでされるものでされるものであああありりりり負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にはつながらないにはつながらないにはつながらないにはつながらない。。。。以以以以
北北北北はははは基地基地基地基地機能機能機能機能強強強強化化化化ででででああああるるるる。。。。県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考ええええるかるかるかるか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 米米米米軍軍軍軍普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場からからからから岩岩岩岩国基地国基地国基地国基地へへへへ移設移設移設移設されたとするされたとするされたとするされたとするＫＫＫＫＣＣＣＣ130130130130空空空空中中中中給油給油給油給油機機機機がががが米米米米軍軍軍軍普天間飛普天間飛普天間飛普天間飛
行場行場行場行場でででで訓練訓練訓練訓練されているのがされているのがされているのがされているのが確確確確認認認認されたされたされたされた。。。。負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減のののの実効性実効性実効性実効性がないがないがないがない状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、県県県県はどはどはどはど
のようなのようなのようなのような見解見解見解見解かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米米米米軍軍軍軍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ＭＭＭＭⅤⅤⅤⅤ22222222オオオオススススププププレレレレイなどのイなどのイなどのイなどの航航航航空機空機空機空機騒音規騒音規騒音規騒音規制制制制措措措措置置置置でででで、、、、運用運用運用運用制制制制限限限限をををを超超超超ええええ
てのてのてのての飛行飛行飛行飛行がががが繰繰繰繰りりりり返返返返されされされされ異常異常異常異常なななな状状状状態態態態ににににああああるるるる。。。。負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減はかはかはかはかけけけけ声声声声だだだだけけけけ、、、、航航航航空機空機空機空機騒音規騒音規騒音規騒音規制制制制措措措措置置置置
はははは形骸形骸形骸形骸化化化化されされされされ、、、、米米米米軍軍軍軍はははは守守守守るるるる姿勢姿勢姿勢姿勢がががが全全全全くないくないくないくない。。。。直直直直ちちちちにににに訓練訓練訓練訓練のののの中止中止中止中止をををを求求求求めるべきだとめるべきだとめるべきだとめるべきだと考考考考ええええるがるがるがるが
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。。。。

((((3333)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地ではではではでは米海米海米海米海兵隊兵隊兵隊兵隊ののののＡＡＡＡⅤⅤⅤⅤ８８８８ＢＢＢＢハハハハリリリリアーアーアーアー機機機機がががが着陸着陸着陸着陸時時時時にににに出出出出火火火火事事事事故故故故をををを起起起起こしこしこしこし、、、、そのそのそのその前前前前にもにもにもにも
ＦＦＦＦ15151515戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機がががが白白白白煙煙煙煙をををを上上上上げげげげてててて緊急緊急緊急緊急停止停止停止停止したしたしたした。。。。相相相相次次次次ぐぐぐぐ事事事事故故故故はははは周周周周辺住民辺住民辺住民辺住民のののの生生生生命命命命にににに危危危危険険険険をををを及及及及ぼぼぼぼしししし
かかかかねねねねないないないない重大重大重大重大なななな事事事事態態態態ですですですです。。。。同同同同型型型型機機機機のののの飛行飛行飛行飛行をををを即刻即刻即刻即刻中止中止中止中止すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええるがるがるが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。。。。

3333 中部地中部地中部地中部地域域域域のののの道道道道路路路路網網網網のののの整備整備整備整備促促促促進進進進にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 道道道道路路路路はははは日日日日常常常常生活生活生活生活やややや産産産産業業業業経済活動経済活動経済活動経済活動、、、、地地地地域域域域のののの振興発振興発振興発振興発展展展展とととと活活活活性性性性化化化化をををを促促促促進進進進するするするする上上上上でででで欠欠欠欠くことのでくことのでくことのでくことので
きないきないきないきない社社社社会基会基会基会基盤盤盤盤でででであああありますりますりますります。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄中部地中部地中部地中部地域域域域のののの道道道道路路路路網網網網のののの整備整備整備整備促促促促進進進進にににに関関関関するするするする要要要要請請請請がなされてがなされてがなされてがなされて
いますがどのようないますがどのようないますがどのようないますがどのような内内内内容容容容かかかか。。。。要要要要請請請請にににに対対対対するするするする県県県県のののの考考考考ええええ方方方方はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 台風台風台風台風８８８８号号号号によるによるによるによる被被被被害害害害にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 平成平成平成平成26262626年年年年７７７７月月月月７７７７日日日日からからからから９９９９日日日日にかにかにかにかけけけけてててて沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県をををを通通通通過過過過したしたしたした台風台風台風台風８８８８号号号号のののの影響影響影響影響によるによるによるによる豪雨豪雨豪雨豪雨などはなどはなどはなどは各各各各
地地地地にににに甚甚甚甚大大大大なななな被被被被害害害害をもたらしたをもたらしたをもたらしたをもたらした。。。。とりわとりわとりわとりわけけけけ土土土土砂砂砂砂災災災災害害害害やややや道道道道路路路路のののの冠冠冠冠水水水水によるによるによるによる通通通通行行行行どめなどどめなどどめなどどめなど、、、、どのよどのよどのよどのよ
うなうなうなうな状況状況状況状況がががが発発発発生生生生したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納町町町町からからからから読谷読谷読谷読谷村村村村をををを通通通通過過過過するするするする国道国道国道国道58585858号号号号比比比比謝謝謝謝橋橋橋橋付近付近付近付近のののの冠冠冠冠水水水水はははは午午午午前前前前８８８８時時時時からからからから午午午午前前前前９９９９時時時時ごごごごろろろろ
にににに発発発発生生生生しししし、、、、朝朝朝朝ののののラッシュラッシュラッシュラッシュ時時時時とととと重重重重なりなりなりなり大大大大渋滞渋滞渋滞渋滞、、、、大大大大混混混混乱乱乱乱をををを引引引引きききき起起起起こしたことからこしたことからこしたことからこしたことから河川管理河川管理河川管理河川管理者者者者、、、、道道道道
路路路路管理管理管理管理者者者者、、、、両両両両町村町村町村町村のののの連連連連絡絡絡絡体制体制体制体制をををを構構構構築築築築しししし、、、、速速速速ややややかにかにかにかに道道道道路路路路利用者利用者利用者利用者にににに情報情報情報情報がががが伝伝伝伝達達達達できるできるできるできる仕仕仕仕組組組組
みみみみづづづづくりがくりがくりがくりが必必必必要要要要でででであああありりりり、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


