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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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

1111 17171717分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（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 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)))) 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はははは、、、、県民県民県民県民のののの８８８８割以上割以上割以上割以上がががが反対反対反対反対しししし、、、、名護市民名護市民名護市民名護市民がががが４４４４回回回回にわたってノーのにわたってノーのにわたってノーのにわたってノーの審判審判審判審判をををを下下下下
しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの辺野古新基地推進辺野古新基地推進辺野古新基地推進辺野古新基地推進のののの立場立場立場立場はははは、、、、県民県民県民県民をををを愚弄愚弄愚弄愚弄しししし民主主義民主主義民主主義民主主義をををを冒涜冒涜冒涜冒涜するものでするものでするものでするもので
はないかはないかはないかはないか。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは、「、「、「、「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をををを破破破破りりりり、、、、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をてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした。。。。今回今回今回今回のののの選挙選挙選挙選挙ではではではでは、「、「、「、「辺野辺野辺野辺野
古移設古移設古移設古移設」」」」をををを明記明記明記明記するとするとするとすると報道報道報道報道されたがされたがされたがされたが、、、、安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権にににに屈服屈服屈服屈服してしてしてして県民県民県民県民をををを欺欺欺欺きききき、、、、県民総意県民総意県民総意県民総意をををを裏切裏切裏切裏切るるるる
許許許許しがたいしがたいしがたいしがたい暴挙暴挙暴挙暴挙ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 一般一般一般一般のののの公有水面埋立事業公有水面埋立事業公有水面埋立事業公有水面埋立事業にににに反対反対反対反対するするするする住民住民住民住民をををを規制規制規制規制してしてしてして、、、、立入禁止立入禁止立入禁止立入禁止にするにするにするにする法規制法規制法規制法規制があるかがあるかがあるかがあるか。。。。
あればあればあればあれば明示明示明示明示をををを。。。。制限水域拡大制限水域拡大制限水域拡大制限水域拡大はははは、、、、新基地工事新基地工事新基地工事新基地工事のためにのためにのためにのために県民県民県民県民をををを弾圧弾圧弾圧弾圧しししし排除排除排除排除するためであするためであするためであするためであ
るるるる。。。。海保海保海保海保がががが県民県民県民県民のののの頸椎頸椎頸椎頸椎にけがをにけがをにけがをにけがを負負負負わせわせわせわせ刑事告訴刑事告訴刑事告訴刑事告訴されたりされたりされたりされたり、、、、女性女性女性女性のののの腕腕腕腕をををを逆逆逆逆にねじにねじにねじにねじ上上上上げるなどげるなどげるなどげるなど
のののの蛮行蛮行蛮行蛮行はははは、、、、海域海域海域海域でのでのでのでの国民国民国民国民のののの安全安全安全安全をををを守守守守るるるる海保海保海保海保のののの公務員公務員公務員公務員としてのとしてのとしてのとしての職務職務職務職務にににに専念専念専念専念するするするする義務違反義務違反義務違反義務違反
であるであるであるである。。。。知事知事知事知事はははは海保海保海保海保のののの暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為にににに強強強強くくくく抗議抗議抗議抗議しししし、、、、やめさせるべきではないかやめさせるべきではないかやめさせるべきではないかやめさせるべきではないか。。。。

((((4444)))) 百条委百条委百条委百条委でででで宮城環境影響評価審査会会長宮城環境影響評価審査会会長宮城環境影響評価審査会会長宮城環境影響評価審査会会長はははは「「「「ジュゴンはジュゴンはジュゴンはジュゴンは保全対策保全対策保全対策保全対策のののの基礎基礎基礎基礎データがデータがデータがデータが少少少少ないないないない
のでのでのでので保護保護保護保護はははは疑疑疑疑わしいわしいわしいわしい」」」」とととと意見意見意見意見をををを述述述述べているべているべているべている。。。。ジュゴンのジュゴンのジュゴンのジュゴンの食跡食跡食跡食跡がががが110110110110本発見本発見本発見本発見されたされたされたされた藻場藻場藻場藻場がががが埋埋埋埋
めめめめ立立立立てられてられてられてられ、、、、78787878ヘクタールがヘクタールがヘクタールがヘクタールが消失消失消失消失するするするする。。。。３３３３頭頭頭頭しかいないジュゴンをしかいないジュゴンをしかいないジュゴンをしかいないジュゴンを絶滅絶滅絶滅絶滅のののの危機危機危機危機にさらすのにさらすのにさらすのにさらすの
かかかか。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事がががが久辺久辺久辺久辺３３３３区区区区とととと政府要請政府要請政府要請政府要請をしたをしたをしたをした個人補償個人補償個人補償個人補償はははは法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。個人補償個人補償個人補償個人補償がががが可能可能可能可能かどかどかどかど
うかうかうかうか明確明確明確明確にににに答答答答えよえよえよえよ。。。。

((((6666)))) オスプオスプオスプオスプレイレイレイレイがががが３３３３日連続日連続日連続日連続、、、、午前午前午前午前００００時時時時過過過過ぎぎぎぎにににに普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地にににに着陸着陸着陸着陸しししし、、、、岩岩岩岩国基地国基地国基地国基地にににに移移移移駐駐駐駐したしたしたしたＫＣＫＣＫＣＫＣ
130130130130空中給油空中給油空中給油空中給油機機機機がタがタがタがタッチ・アッチ・アッチ・アッチ・アンンンンド・ド・ド・ド・ゴーをゴーをゴーをゴーを繰繰繰繰りりりり返返返返しているしているしているしている。。。。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ＦＦＦＦ15151515戦闘戦闘戦闘戦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緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸、、、、ＡＶＡＶＡＶＡＶ８８８８ＢＢＢＢハリアハリアハリアハリアーーーー戦闘攻撃戦闘攻撃戦闘攻撃戦闘攻撃機機機機がががが着陸着陸着陸着陸時時時時にににに炎炎炎炎をををを上上上上げるげるげるげる大大大大惨惨惨惨事事事事につながにつながにつながにつなが
るるるる事事事事故故故故がががが連続連続連続連続しているしているしているしている。。。。負負負負担軽減担軽減担軽減担軽減ではなくではなくではなくではなく、、、、負負負負担増担増担増担増とととと基地強基地強基地強基地強化化化化ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((7777)))) 米米米米国国国国防防防防総総総総省省省省のののの在沖米在沖米在沖米在沖米海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊ののののグアムグアムグアムグアム移移移移転転転転にににに関関関関するするするする基本基本基本基本計画計画計画計画でででで、、、、普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの５５５５年年年年以以以以内内内内
のののの運用停運用停運用停運用停止止止止のののの言及言及言及言及はなくはなくはなくはなく、、、、2023202320232023年年年年ままままでのでのでのでの継続使用継続使用継続使用継続使用とととと24242424年年年年にににに辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地にににに移設移設移設移設するするするする計計計計
画画画画がががが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。。。。在沖米軍司令官在沖米軍司令官在沖米軍司令官在沖米軍司令官はははは５５５５年年年年以以以以内内内内のののの運用停運用停運用停運用停止止止止はできないとはできないとはできないとはできないと明明明明言言言言しているしているしているしている。。。。
知事知事知事知事ができるというができるというができるというができるという法的法的法的法的、、、、条約上条約上条約上条約上のののの担担担担保保保保をををを明確明確明確明確にせよにせよにせよにせよ。。。。

2222 国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険険険険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１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの医療費医療費医療費医療費はははは、、、、全国全国全国全国とととと比比比比べてべてべてべて高高高高いのかいのかいのかいのか。。。。幾幾幾幾らからからからか。。。。国保国保国保国保税税税税がががが高高高高すすすすぎぎぎぎてててて払払払払
えないえないえないえない、、、、医医医医者者者者にかかれないというにかかれないというにかかれないというにかかれないという県民県民県民県民のののの声声声声にににに知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう応応応応えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。

((((2222)))) 各各各各市市市市町村町村町村町村でででで国保国保国保国保税税税税のののの値値値値上上上上げのげのげのげの動動動動きがでているがきがでているがきがでているがきがでているが、、、、値値値値上上上上げしてげしてげしてげして県民県民県民県民のののの命命命命とととと健康健康健康健康がががが守守守守れるのれるのれるのれるの
かかかか。。。。66669999年前年前年前年前のののの戦争戦争戦争戦争でででで多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが犠牲犠牲犠牲犠牲になったになったになったになった沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県はははは、、、、65656565歳歳歳歳からからからから74747474歳歳歳歳のののの前期高齢前期高齢前期高齢前期高齢者者者者がががが
少少少少なくなくなくなく、、、、６６６６年前年前年前年前にににに改定改定改定改定されたされたされたされた国保制国保制国保制国保制度度度度のののの国国国国のののの交付金算定交付金算定交付金算定交付金算定でででで大大大大きなきなきなきな不利益不利益不利益不利益をををを被被被被っているっているっているっているこここことととと
がががが判明判明判明判明したしたしたした。。。。全国全国全国全国並並並並みみみみにににに試算試算試算試算をするとをするとをするとをすると2008200820082008年年年年以以以以降降降降、、、、交付金交付金交付金交付金のののの不利益額不利益額不利益額不利益額はははは累計累計累計累計でででで幾幾幾幾らにならにならにならにな
るかるかるかるか。。。。政府政府政府政府へへへへのののの不利益解決不利益解決不利益解決不利益解決のののの要求要求要求要求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。。。。

3333 母子寡婦母子寡婦母子寡婦母子寡婦・・・・父子貸付父子貸付父子貸付父子貸付制制制制度度度度をををを保保保保証証証証人人人人なしにするためのなしにするためのなしにするためのなしにするための次年度実施次年度実施次年度実施次年度実施のののの見見見見通通通通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。政府政府政府政府はははは
高高高高等等等等技技技技能能能能訓練費訓練費訓練費訓練費をををを３３３３年年年年間間間間からからからから２２２２年年年年間間間間にににに給付期給付期給付期給付期間間間間をををを短縮短縮短縮短縮したがしたがしたがしたが、、、、３３３３年年年年間間間間給付給付給付給付をををを維持維持維持維持すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考
えるがえるがえるがえるが対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

4444 学童学童学童学童ククククラブラブラブラブのののの開所開所開所開所時間時間時間時間延延延延長長長長支援支援支援支援事業事業事業事業がががが運営費運営費運営費運営費補補補補助助助助対対対対象象象象となったがとなったがとなったがとなったが、、、、どどどどんんんんなななな内容内容内容内容かかかか。。。。県県県県内内内内のののの
学童学童学童学童ククククラブラブラブラブ数数数数にににに対対対対するするするする申申申申請請請請数数数数はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。延延延延長長長長実施実施実施実施のののの学童学童学童学童ククククラブラブラブラブにににに補補補補助助助助がががが行行行行きききき渡渡渡渡るようにするるようにするるようにするるようにする
ためのためのためのための県県県県のののの対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。
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5555 雇用雇用雇用雇用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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの完完完完全失業全失業全失業全失業率率率率はははは5555....7777％％％％とととと全国全国全国全国のののの4444....0000％％％％にににに比比比比べてべてべてべて依然依然依然依然としてとしてとしてとして高高高高いいいい。。。。非正非正非正非正規規規規雇用率雇用率雇用率雇用率もももも全国全国全国全国
のののの38383838....2222％％％％にににに比比比比べてべてべてべて沖縄沖縄沖縄沖縄はははは44444444....5555％％％％とととと高高高高くくくく、、、、特特特特にににに青年青年青年青年がががが低賃金低賃金低賃金低賃金などなどなどなど雇用雇用雇用雇用環境環境環境環境がががが厳厳厳厳しいがしいがしいがしいが、、、、見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。13131313年度年度年度年度のののの求人求人求人求人でででで正社正社正社正社員員員員希望希望希望希望のののの割割割割合合合合はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。非正非正非正非正規規規規のののの求人割求人割求人割求人割合合合合はははは全国全国全国全国とととと比比比比べべべべ
てどうかてどうかてどうかてどうか。。。。県県県県がががが中小企中小企中小企中小企業業業業をををを支援支援支援支援してしてしてして正正正正規規規規雇用雇用雇用雇用のののの推進推進推進推進、、、、賃金引賃金引賃金引賃金引上上上上げなどげなどげなどげなど行行行行うべきうべきうべきうべきだだだだがががが、、、、県県県県のののの
支援支援支援支援策策策策をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県職員県職員県職員県職員のうのうのうのうちちちち臨臨臨臨時時時時などのなどのなどのなどの非正非正非正非正規職員規職員規職員規職員はははは何何何何人人人人でででで割割割割合合合合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。。。。社社社社会保会保会保会保険険険険やややや年金年金年金年金
加加加加入入入入、、、、有有有有給休暇給休暇給休暇給休暇などのなどのなどのなどの処遇処遇処遇処遇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、、、、取得率取得率取得率取得率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。正正正正規職員規職員規職員規職員並並並並みみみみにににに改善改善改善改善をををを
するするするするこここことととと、、、、時時時時給給給給1000100010001000円円円円以上以上以上以上にににに引引引引きききき上上上上げるげるげるげるこここことととと。。。。

6666 災害災害災害災害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)))) 台風台風台風台風８８８８号号号号でででで県県県県内各内各内各内各地地地地にににに甚甚甚甚大大大大なななな被害被害被害被害がががが起起起起きききき、、、、我我我我がががが党党党党はははは地地地地方方方方議員議員議員議員とともにとともにとともにとともに被害調被害調被害調被害調査査査査をををを行行行行いいいい住住住住
民民民民のののの声声声声をををを聞聞聞聞いていていていて知事知事知事知事にににに災害災害災害災害対策対策対策対策をををを申申申申しししし入入入入れたれたれたれた。。。。広範囲広範囲広範囲広範囲にににに氾濫氾濫氾濫氾濫したしたしたした天願川天願川天願川天願川のののの浸浸浸浸水対策水対策水対策水対策とととと
補償補償補償補償についてについてについてについて

((((2222)))) 県県県県内内内内のののの土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害危危危危険箇所険箇所険箇所険箇所はははは何何何何カカカカ所所所所あるのかあるのかあるのかあるのか、、、、災害災害災害災害対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。浦添浦添浦添浦添市市市市勢理客勢理客勢理客勢理客とととと仲仲仲仲間間間間のののの急急急急
傾斜傾斜傾斜傾斜地危地危地危地危険険険険個個個個所所所所のののの災害災害災害災害対策対策対策対策をををを急急急急ぐぐぐぐべきべきべきべきだだだだがどうなっているかがどうなっているかがどうなっているかがどうなっているか。。。。

7777 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年度年度年度年度からからからから、、、、特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校でででで教教教教員員員員によるによるによるによる吸引吸引吸引吸引などのなどのなどのなどの医療医療医療医療的的的的ケアケアケアケアがががが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった。。。。看看看看護護護護
師師師師のののの正正正正規職員規職員規職員規職員によるによるによるによる配置配置配置配置、、、、研修研修研修研修によるによるによるによる教教教教員員員員のののの養成養成養成養成がががが不不不不可可可可欠欠欠欠とととと指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、２２２２年年年年間間間間でででで
どうどうどうどう改善改善改善改善したかしたかしたかしたか。。。。保護者保護者保護者保護者にににに重重重重いいいい負負負負担担担担となっていたとなっていたとなっていたとなっていた学校学校学校学校待待待待機問題機問題機問題機問題はははは解解解解消消消消されたかされたかされたかされたか。。。。

((((2222)))) 定数内臨定数内臨定数内臨定数内臨時時時時教教教教員員員員はははは何何何何人人人人いるかいるかいるかいるか。。。。解解解解消消消消計画計画計画計画がががが後退後退後退後退していないかしていないかしていないかしていないか。。。。いついついついつままままでにでにでにでに解解解解消消消消するのするのするのするの
かかかか。。。。社社社社会保会保会保会保険険険険料料料料やややや諸諸諸諸手当手当手当手当などなどなどなど正正正正規規規規並並並並みみみみにににに改善改善改善改善したしたしたした人人人人数数数数とととと予予予予算額算額算額算額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

((((3333)))) 公立公立公立公立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教教教教諭諭諭諭もももも非正非正非正非正規規規規のののの改善改善改善改善がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが現状現状現状現状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。。。。各各各各市市市市町村町村町村町村でででで
改善改善改善改善されているかされているかされているかされているか。。。。

((((4444)))) ククククララララスススス担当担当担当担当をををを任任任任されるされるされるされる研修研修研修研修代替代替代替代替、、、、産産産産休休休休・・・・育育育育児児児児休暇休暇休暇休暇、、、、病病病病休休休休などのなどのなどのなどの代替代替代替代替のののの臨臨臨臨時時時時教教教教員員員員はははは、、、、任任任任用期用期用期用期
間間間間をををを細細細細切切切切れにされれにされれにされれにされ、、、、社社社社会保会保会保会保険険険険がががが中中中中断断断断したりしているがしたりしているがしたりしているがしたりしているが、、、、事事事事実実実実上上上上のののの継続雇用継続雇用継続雇用継続雇用ととととみみみみなしたなしたなしたなした処遇処遇処遇処遇
改善改善改善改善がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。

8888 那覇那覇那覇那覇新新新新都心都心都心都心、、、、北谷北谷北谷北谷町町町町はははは基地基地基地基地があるときとがあるときとがあるときとがあるときと返返返返還後還後還後還後をををを比比比比較較較較してしてしてして、、、、税税税税収収収収、、、、経済効果経済効果経済効果経済効果、、、、雇用雇用雇用雇用はどうはどうはどうはどう変変変変
わったかわったかわったかわったか。。。。米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済発発発発展展展展のののの阻阻阻阻害害害害というというというという認認認認識識識識はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対はははは県民総県民総県民総県民総
意意意意であるであるであるである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの表玄表玄表玄表玄関関関関であるであるであるである那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾のののの大大大大型型型型クルークルークルークルーズズズズ船船船船のののの誘致誘致誘致誘致やややや観光振興観光振興観光振興観光振興にににに照照照照らしらしらしらし
てててて、、、、浦添浦添浦添浦添新新新新軍軍軍軍港港港港建設建設建設建設はははは観光資源観光資源観光資源観光資源としてのとしてのとしてのとしての自自自自然然然然破破破破壊壊壊壊などなどなどなど百百百百害害害害あってあってあってあって一一一一利利利利なしではないかなしではないかなしではないかなしではないか。。。。

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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

2222 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（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政政政治姿治姿治姿治姿勢勢勢勢についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古埋立関辺野古埋立関辺野古埋立関辺野古埋立関連連連連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国のののの対対対対応応応応、、、、進進進進捗捗捗捗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見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの最最最最大大大大のののの争争争争点点点点になるとになるとになるとになると考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビビビビジジジジョョョョンについてンについてンについてンについて

ｱｱｱｱ 基本基本基本基本理理理理念念念念どどどどおおおおりにりにりにりに展展展展開開開開しているかしているかしているかしているか知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 固固固固有有有有課課課課題題題題１１１１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見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事のののの公約公約公約公約どどどどおおおおりにりにりにりに失業失業失業失業率率率率はははは下下下下がったかがったかがったかがったか知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事のののの公約公約公約公約どどどどおおおおりにりにりにりに県民県民県民県民のののの所得所得所得所得はははは上上上上がったかがったかがったかがったか知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍米軍米軍米軍基地関基地関基地関基地関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ササササッカッカッカッカーーーー場工事場工事場工事場工事現現現現場場場場でででで発見発見発見発見されたされたされたされたドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶問題問題問題問題のののの進進進進捗捗捗捗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 観光観光観光観光政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 観光観光観光観光客増客増客増客増によるによるによるによる課課課課題題題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。。。。

((((2222)))) 関関関関連連連連業者業者業者業者のののの人人人人材材材材確保確保確保確保はははは順順順順調調調調かかか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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ムムムムススススリムリムリムリム対対対対応応応応のののの進進進進捗捗捗捗とととと関関関関連連連連業者業者業者業者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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 文文文文化化化化政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) ししししままままくとくとくとくとぅぅぅぅばばばば継継継継承承承承についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 新新新新たなたなたなたな条条条条例例例例制制制制定定定定のののの声声声声がががが上上上上がっているががっているががっているががっているが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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 学校教育学校教育学校教育学校教育へへへへのののの具体具体具体具体的的的的なななな案案案案はあるのかはあるのかはあるのかはあるの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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 新新新新たなたなたなたな教育教育教育教育機関機関機関機関のののの設設設設置置置置をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが上上上上がっているががっているががっているががっているが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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県行政県行政県行政県行政のののの文文文文化技官化技官化技官化技官（（（（仮称仮称仮称仮称））））採採採採用用用用のののの進進進進捗捗捗捗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。。。。

5555 経済経済経済経済政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県内内内内製造製造製造製造業業業業へへへへのののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 農農農農水政策関水政策関水政策関水政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 県補県補県補県補助金助金助金助金ののののツツツツールールールール機関機関機関機関のののの一一一一つであるつであるつであるつである農協農協農協農協のののの職員職員職員職員によるによるによるによる不不不不祥祥祥祥事事事事（（（（10101010年年年年でででで24242424件件件件、、、、被害被害被害被害総総総総額額額額１１１１
億億億億999900000000万万万万））））がががが公公公公開開開開されたがされたがされたがされたが県県県県のののの見見見見解解解解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伺伺伺伺うううう。。。。

7777 建建建建築築築築土土土土木木木木政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国、、、、県事業県事業県事業県事業がががが採択採択採択採択されたされたされたされた各各各各市市市市町村町村町村町村にににに在在在在籍籍籍籍するするするする業者業者業者業者のののの優優優優位性位性位性位性をををを確保確保確保確保すべしとすべしとすべしとすべし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
具体具体具体具体的的的的なななな対対対対応応応応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。。。。

8888 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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

3333 17171717分分分分 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 知事知事知事知事のののの選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約についてについてについてについて

((((1111)))) 普天普天普天普天間基地問題間基地問題間基地問題間基地問題にににに関関関関しししし、、、、2006200620062006年年年年はははは「「「「３３３３年年年年以以以以内内内内閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖」、」、」、」、2010201020102010年年年年はははは「「「「日米合日米合日米合日米合意見意見意見意見直直直直しししし・・・・普天普天普天普天間間間間
はははは県外県外県外県外」」」」だだだだったがったがったがったが、、、、2014201420142014年年年年のののの公約公約公約公約にはどうにはどうにはどうにはどう掲掲掲掲げるげるげるげる考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) カカカカジノジノジノジノ導導導導入入入入にににに関関関関しししし、、、、2010201020102010年年年年はははは「「「「推進推進推進推進」、「」、「」、「」、「誘致誘致誘致誘致」」」」をあえてをあえてをあえてをあえて明明明明言言言言せせせせずずずず、、、、争争争争点点点点化化化化をををを避避避避けたがけたがけたがけたが、、、、
2014201420142014年年年年のののの公約公約公約公約にはどうにはどうにはどうにはどう掲掲掲掲げるげるげるげる考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 2006200620062006年年年年、、、、2010201020102010年年年年とととと重重重重ねてねてねてねて公約公約公約公約したしたしたした30303030人人人人学学学学級級級級のののの実実実実現現現現にににに関関関関しししし、、、、２２２２期期期期目目目目７７７７年年年年目目目目ままままでででで国国国国定数定数定数定数任任任任せせせせ、、、、
８８８８年年年年目目目目にしてようやくにしてようやくにしてようやくにしてようやく県県県県単単単単定数定数定数定数をををを入入入入れたれたれたれた。。。。2014201420142014年年年年のののの公約公約公約公約にはどうにはどうにはどうにはどう掲掲掲掲げるげるげるげる考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 学校学校学校学校栄栄栄栄養養養養職員職員職員職員のののの任任任任用用用用についてについてについてについて

((((1111)))) 専専専専門門門門性性性性のののの高高高高いいいい業務業務業務業務であるにもかかわらであるにもかかわらであるにもかかわらであるにもかかわらずずずず臨臨臨臨時的時的時的時的任任任任用用用用のののの多多多多さがさがさがさが目目目目につくにつくにつくにつく。。。。常常常常にににに配置不配置不配置不配置不安安安安定定定定
でででで、、、、育休育休育休育休・・・・病病病病休中休中休中休中のののの体体体体調不調不調不調不良良良良をををを押押押押してしてしてして出勤出勤出勤出勤せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ずずずず、、、、深刻深刻深刻深刻なななな事事事事態態態態にににに至至至至ったったったったケケケケースのースのースのースの
報告報告報告報告もあるもあるもあるもある。。。。定数内定数内定数内定数内にもにもにもにも欠欠欠欠員員員員がががが生生生生じているじているじているじている。。。。問題問題問題問題のののの原因原因原因原因とととと欠欠欠欠員員員員数数数数のののの推移推移推移推移、、、、解決解決解決解決のめどにつのめどにつのめどにつのめどにつ
いていていていて対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 栄栄栄栄養教養教養教養教諭諭諭諭職職職職へへへへのののの任任任任用用用用がえがえがえがえ受験受験受験受験者者者者のののの実実実実績績績績とととと今今今今後後後後のののの採採採採用方用方用方用方針針針針をををを伺伺伺伺うううう。。。。食食食食育育育育へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、重重重重
要性要性要性要性についてのについてのについてのについての認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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新制新制新制新制度度度度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

((((1111)))) 市市市市町村町村町村町村ににににおおおおけるけるけるける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事業事業事業事業計画計画計画計画のののの策策策策定定定定状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 質質質質のののの確保確保確保確保にににに当当当当たりたりたりたり、、、、契契契契約約約約のののの透透透透明性明性明性明性はどのようにはどのようにはどのようにはどのように保保保保障障障障されるかされるかされるかされるか。。。。施施施施設設設設・・・・事業事業事業事業所所所所のののの情情情情報公報公報公報公開開開開、、、、
第三第三第三第三者評価者評価者評価者評価のののの制制制制度化度化度化度化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)))) 保保保保育所育所育所育所、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの非正非正非正非正規規規規率率率率についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 保保保保育育育育士士士士のののの非正非正非正非正規規規規率率率率についてについてについてについて、、、、公立公立公立公立・・・・私私私私立立立立そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教教教教諭諭諭諭のののの非正非正非正非正規規規規率率率率についてについてについてについて、、、、公立公立公立公立・・・・私私私私立立立立そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県内内内内のののの潜潜潜潜在在在在的保的保的保的保育育育育士士士士、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園教教教教諭免諭免諭免諭免許者許者許者許者数数数数とととと再就再就再就再就職職職職支援支援支援支援のののの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 国保国保国保国保のののの恒常恒常恒常恒常的的的的赤字赤字赤字赤字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)))) 一般会一般会一般会一般会計計計計からのからのからのからの繰繰繰繰りりりり入入入入れれれれ総総総総額及額及額及額及びびびび財財財財政規政規政規政規模模模模にににに比比比比してしてしてして割割割割合合合合がががが大大大大きいきいきいきい市市市市町村町村町村町村のののの上位上位上位上位をををを示示示示ささささ
れたいれたいれたいれたい。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて軽減軽減軽減軽減・・・・免免免免除除除除世帯世帯世帯世帯のののの割割割割合合合合をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 会会会会計計計計分分分分析析析析、「、「、「、「本県本県本県本県のののの特特特特殊殊殊殊事事事事情情情情」」」」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をををを伺伺伺伺うううう。。。。ままままたたたた、、、、特特特特殊殊殊殊事事事事情情情情にににに対対対対するするするする国国国国のののの受受受受
けとめについてもけとめについてもけとめについてもけとめについても伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 低所得低所得低所得低所得者対策者対策者対策者対策としてとしてとしてとして本本本本年度年度年度年度措措措措置置置置されたされたされたされた交付金額交付金額交付金額交付金額、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる財財財財政政政政支援支援支援支援のののの方方方方向向向向についてについてについてについて、、、、国国国国
とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

5555 県道県道県道県道20202020号号号号線線線線のののの拡拡拡拡幅幅幅幅事業事業事業事業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進進進捗捗捗捗（（（（総工総工総工総工費費費費、、、、執執執執行行行行済済済済みみみみ額額額額等等等等）、）、）、）、完成完成完成完成ままままでのスでのスでのスでのスケケケケジュールをジュールをジュールをジュールを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 用用用用地地地地取得交取得交取得交取得交渉渉渉渉のののの際際際際のののの情情情情報報報報提供提供提供提供のありのありのありのあり方方方方、、、、説説説説明明明明責任責任責任責任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



5

※※※※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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

4444 17171717分分分分 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 アアアアススススファファファファルルルルトトトト舗装版舗装版舗装版舗装版のののの切切切切断断断断によるによるによるによる汚泥汚泥汚泥汚泥及及及及びびびび粉体粉体粉体粉体のののの適適適適正処理正処理正処理正処理についてについてについてについて

((((1111)))) 切切切切断汚泥断汚泥断汚泥断汚泥にはにはにはにはヒヒヒヒ素素素素、、、、鉛鉛鉛鉛、、、、油油油油分分分分がががが含含含含ままままれていないのかれていないのかれていないのかれていないのか。。。。

((((2222)))) 切切切切断汚泥断汚泥断汚泥断汚泥はどのようにはどのようにはどのようにはどのように扱扱扱扱うかうかうかうか県県県県のののの最終最終最終最終判判判判断断断断をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 キャキャキャキャンプンプンプンプ瑞慶覧西瑞慶覧西瑞慶覧西瑞慶覧西普天普天普天普天間間間間のののの現状現状現状現状についてについてについてについて
　　　　土土土土地地地地返返返返還還還還についてについてについてについて、、、、地主会地主会地主会地主会とととと宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市がががが要請要請要請要請したしたしたしたこここことのとのとのとのそそそそのののの後後後後のののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの人人人人口口口口増加計画増加計画増加計画増加計画についてについてについてについて

((((1111)))) 人人人人口口口口増加計画増加計画増加計画増加計画とととと過過過過疎疎疎疎地対策地対策地対策地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。。。。

ｱｱｱｱ 過過過過疎疎疎疎地域地域地域地域のののの人人人人口口口口増加計画増加計画増加計画増加計画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策対策対策対策がががが必必必必要要要要かかかか。。。。

4444 米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地内内内内でででで働働働働くくくく雇用雇用雇用雇用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)))) 労働労働労働労働条条条条件件件件についてについてについてについて把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。



6

※※※※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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

5555 17171717分分分分 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 総総総総合交通合交通合交通合交通体体体体制制制制についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県内内内内ババババスススス事業者事業者事業者事業者へへへへのののの年年年年間間間間助成金助成金助成金助成金のののの額額額額とととと県県県県内内内内タクタクタクタクシシシシーーーー事業者事業者事業者事業者へへへへのののの年年年年間間間間助成金助成金助成金助成金のののの額額額額をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光立県立県立県立県としてとしてとしてとしてレレレレンタンタンタンタカカカカーのーのーのーのババババススススレレレレーンーンーンーン利用利用利用利用についてについてについてについて考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県内内内内物流物流物流物流をををを支支支支えるえるえるえるトトトトラッラッラッラックククク輸送輸送輸送輸送業者業者業者業者ののののババババススススレレレレーンーンーンーン利用利用利用利用とととと高高高高速速速速道道道道路路路路利用使用利用使用利用使用利用使用料料料料のののの軽減化軽減化軽減化軽減化にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 那覇那覇那覇那覇空空空空港平港平港平港平行行行行滑走路滑走路滑走路滑走路工事工事工事工事のののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 本県本県本県本県ののののエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県離島離島離島離島のののの再生再生再生再生エネエネエネエネルルルルギギギギーはーはーはーは県県県県のののの計画計画計画計画どどどどおおおおりりりり実施実施実施実施できているのかできているのかできているのかできているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本本本本島島島島、、、、離島離島離島離島のののの太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電のののの接接接接続続続続状況状況状況状況とととと、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対策をををを県県県県としてとってきたのかとしてとってきたのかとしてとってきたのかとしてとってきたのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 防災防災防災防災についてについてについてについて

((((1111)))) 改正改正改正改正耐震耐震耐震耐震改修改修改修改修促促促促進法進法進法進法でででで、、、、平平平平成成成成27272727年度年度年度年度ままままでにでにでにでにホテホテホテホテルルルル・・・・観光観光観光観光施施施施設設設設などなどなどなどへへへへのののの耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断がががが義務義務義務義務
づづづづけられているがけられているがけられているがけられているが、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての支援支援支援支援とととと建建建建てかえてかえてかえてかえ等等等等へへへへのののの助成助成助成助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。。。。

((((2222)))) 災害災害災害災害拠拠拠拠点点点点のののの公公公公共共共共施施施施設設設設へへへへのののの蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 観光観光観光観光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)))) 平平平平成成成成24242424年年年年にににに行行行行われたわれたわれたわれたミミミミスススス・イ・イ・イ・インターンターンターンターナショナナショナナショナナショナルルルル世界世界世界世界大会大会大会大会のののの県県県県内内内内業者業者業者業者へへへへのののの未未未未払払払払いいいい金金金金についについについについ
てててて問題問題問題問題になったがになったがになったがになったがそそそそのののの後後後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。。。。
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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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

6666 17171717分分分分 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 土土土土木木木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)))) 小小小小湾湾湾湾川川川川河河河河川川川川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 現状現状現状現状とととと今今今今後後後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。。。。

2222 首里首里首里首里城等城等城等城等のののの主要主要主要主要施施施施設設設設のののの県県県県へへへへのののの移移移移譲譲譲譲についてについてについてについて

((((1111)))) 現況現況現況現況（（（（進進進進捗捗捗捗））））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 漁漁漁漁業業業業再生再生再生再生支援支援支援支援事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) 過過過過去去去去３３３３カカカカ年年年年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。。。。

((((2222)))) 今今今今後後後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。。。。

4444 県県県県営営営営住住住住宅宅宅宅のののの入入入入居居居居についてについてについてについて

((((1111)))) 入入入入居居居居率及率及率及率及びびびび空空空空きききき家家家家率率率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。。。。

((((2222)))) 入入入入居居居居条条条条件件件件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 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)))) 教育教育教育教育現現現現場場場場ににににおおおおけるけるけるける災害災害災害災害時時時時のののの避難避難避難避難場場場場所及所及所及所及びびびび避難経路避難経路避難経路避難経路のののの現状現状現状現状とととと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。。。。
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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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

7777 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　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 知事知事知事知事のののの政政政政治姿治姿治姿治姿勢勢勢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基地政策基地政策基地政策基地政策のののの結果結果結果結果、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに対対対対するするするする構造構造構造構造的的的的差差差差別別別別問題問題問題問題がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題
以外以外以外以外ににににおおおおいてもいてもいてもいても沖縄沖縄沖縄沖縄にににに対対対対してしてしてして差差差差別別別別的的的的なななな政策政策政策政策がなされているのかがなされているのかがなされているのかがなされているのか、、、、知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国連連連連のののの人人人人種差種差種差種差別別別別撤廃撤廃撤廃撤廃委員会委員会委員会委員会がががが日日日日本政府本政府本政府本政府にににに出出出出したしたしたした勧勧勧勧告告告告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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄独独独独立立立立にににに関関関関するするするする県県県県内内内内でのでのでのでの世論世論世論世論のののの動動動動向向向向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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 第第第第５５５５回回回回世界世界世界世界ののののウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチチチチュュュュ大会大会大会大会からからからから３３３３年年年年経経経経過過過過しししし再来再来再来再来年年年年はははは第第第第６６６６回回回回目目目目をををを迎迎迎迎えるえるえるえる、、、、第第第第５５５５回大会回大会回大会回大会
ではではではでは「「「「世界若世界若世界若世界若者者者者ウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチチチチュュュュ大会大会大会大会」」」」とととと「「「「100100100100億億億億円円円円規規規規模模模模のののの万万万万国国国国津梁津梁津梁津梁基基基基金金金金」」」」がががが大大大大きなきなきなきな目目目目標標標標とととと
なったがなったがなったがなったが、、、、そそそそのののの２２２２つにつにつにつ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とととと進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 安全保安全保安全保安全保障障障障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)))) ７７７７月月月月にににに開開開開催催催催されたされたされたされた「「「「万万万万国国国国津梁津梁津梁津梁フフフフォォォォーーーーラムラムラムラム」」」」のののの成成成成果果果果とととと今今今今後後後後のののの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。。。。

((((2222)))) 宮古宮古宮古宮古島島島島市市市市でのでのでのでの大大大大がかりながかりながかりながかりな防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの成成成成果果果果とととと今今今今後後後後のののの課課課課題題題題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 辺野古地区辺野古地区辺野古地区辺野古地区のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認後後後後にににに、、、、当当当当初初初初のののの想想想想定定定定にはないにはないにはないにはない環境環境環境環境へへへへのののの影響等影響等影響等影響等がががが発発発発生生生生していないかしていないかしていないかしていないか
伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認撤撤撤撤回回回回というというというという行為行為行為行為がががが国国国国からからからから訴訴訴訴えられるとのえられるとのえられるとのえられるとの意見意見意見意見があるががあるががあるががあるが、、、、どのどのどのどの事事事事由由由由でででで訴訴訴訴えられるのえられるのえられるのえられるの
かかかか。。。。ままままたたたた、、、、承認承認承認承認撤撤撤撤回回回回にににに伴伴伴伴うううう賠賠賠賠償請求償請求償請求償請求はいつのはいつのはいつのはいつの時時時時点点点点からからからから発発発発生生生生するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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)))) 県立進県立進県立進県立進学高校学高校学高校学高校のののの中高中高中高中高一一一一貫貫貫貫校校校校へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 小中小中小中小中一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育のののの導導導導入入入入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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 家家家家庭庭庭庭教育教育教育教育（（（（家家家家庭庭庭庭学学学学習習習習））））のののの状況状況状況状況とととと課課課課題題題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。。。。

4444 首里首里首里首里城関城関城関城関連連連連のののの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)))) 国国国国営営営営公公公公園園園園部分部分部分部分のののの県県県県へへへへのののの譲譲譲譲渡渡渡渡にににに係係係係るるるる協協協協議議議議のののの進進進進捗捗捗捗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)))) 史史史史跡跡跡跡円円円円覚寺覚寺覚寺覚寺内内内内のののの弁弁弁弁財財財財天天天天堂堂堂堂のののの、、、、ここここれれれれままままでのでのでのでの復元復元復元復元のののの経経経経緯緯緯緯をををを伝伝伝伝えるえるえるえる説説説説明明明明板板板板をををを中中中中之之之之島島島島にににに設設設設置置置置すすすす
るるるるこここことをとをとをとを提案提案提案提案しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそのののの進進進進捗捗捗捗をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 円円円円覚寺覚寺覚寺覚寺境境境境内内内内のののの放放放放生池生池生池生池、、、、円円円円鑑鑑鑑鑑池池池池はははは排水排水排水排水、、、、導導導導水水水水路路路路がががが地上地上地上地上とととと地下地下地下地下にににに設設設設置置置置されているとされているとされているとされていると言言言言われてわれてわれてわれて
いるがいるがいるがいるが、、、、そそそそれらがれらがれらがれらが公公公公園整備園整備園整備園整備にににに生生生生かされているのかかされているのかかされているのかかされているのか見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。今今今今後後後後、、、、そそそそれらのれらのれらのれらの発発発発掘掘掘掘、、、、調調調調査査査査、、、、
資料収資料収資料収資料収集集集集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。。。。

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海のののの海海海海底底底底資源資源資源資源とととと海海海海洋洋洋洋再生再生再生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についてーについてーについてーについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海のののの海海海海底底底底資源資源資源資源とととと海海海海洋洋洋洋再生再生再生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開開開開発発発発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みみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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))))

10101010月月月月01010101    日日日日((((水水水水))))

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

8888 17171717分分分分 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行揚揚揚揚のののの５５５５年年年年以以以以内内内内のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖、、、、返返返返還状態還状態還状態還状態についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの取取取取りりりり組組組組んんんんででででおおおおられるられるられるられるここここれれれれままままでのでのでのでの成成成成果果果果とととと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

((((2222)))) 実実実実行行行行されたされたされたされた空中給油空中給油空中給油空中給油機機機機ＫＣＫＣＫＣＫＣ130130130130のののの移移移移転転転転にににに伴伴伴伴いいいい改善改善改善改善されるされるされるされる基地基地基地基地周周周周辺辺辺辺のののの環境環境環境環境についてについてについてについて

2222 1000100010001000万万万万人人人人観光観光観光観光客客客客のののの実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた、「、「、「、「国国国国際観光際観光際観光際観光拠拠拠拠点点点点」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((1111)))) 1000100010001000万万万万人人人人のののの実実実実現現現現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とととと予予予予測測測測されるされるされるされる問題問題問題問題点点点点などなどなどなど。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光・リ・リ・リ・リゾゾゾゾーーーートトトト振興振興振興振興とととと経済経済経済経済活活活活性性性性化化化化にににに向向向向けたけたけたけた売売売売上倍上倍上倍上倍増計画増計画増計画増計画をををを実実実実現現現現するためにはするためにはするためにはするためには言言言言葉葉葉葉のののの壁壁壁壁とととと
いういういういう大大大大きなきなきなきな課課課課題題題題があるとがあるとがあるとがあると解解解解するがするがするがするが、、、、県県県県ののののそそそそのののの対対対対応応応応策策策策はははは。。。。

((((3333)))) 多言多言多言多言語語語語対対対対応応応応人人人人材材材材育成育成育成育成にににに時間時間時間時間がかかるがかかるがかかるがかかる現状現状現状現状ににににおおおおいていていていて、、、、県県県県内内内内観光観光観光観光関関関関連連連連産産産産業業業業のののの外国外国外国外国語語語語対対対対応応応応策策策策
はははは。。。。

3333 健康健康健康健康・・・・長長長長寿寿寿寿日日日日本一本一本一本一をををを目目目目指指指指したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

4444 基地基地基地基地返返返返還還還還跡地跡地跡地跡地利用計画利用計画利用計画利用計画とととと取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((1111)))) 来来来来年度年度年度年度のののの３３３３月末月末月末月末日日日日にはにはにはには返返返返還還還還されるされるされるされる西西西西普天普天普天普天間地区間地区間地区間地区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とととと今今今今後後後後のののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況につにつにつにつ
いていていていて

((((2222)))) 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの返返返返還還還還跡地跡地跡地跡地計画計画計画計画にににに欲欲欲欲しいしいしいしい歴史歴史歴史歴史のののの流流流流れをれをれをれを刻刻刻刻んだまちんだまちんだまちんだまちづづづづくりとくりとくりとくりと国国国国際平際平際平際平和和和和にににに貢献貢献貢献貢献
するためのするためのするためのするためのまちまちまちまちづづづづくりくりくりくり誘致誘致誘致誘致のののの支援支援支援支援体体体体制制制制についてについてについてについて

5555 県道県道県道県道34343434号号号号線線線線のののの宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市真真真真栄原栄原栄原栄原十十十十字路字路字路字路からからからから国道国道国道国道58585858号号号号ままままでのでのでのでの朝朝朝朝、、、、夕夕夕夕のののの交通交通交通交通混雑混雑混雑混雑解解解解消消消消にににに向向向向けてけてけてけて

6666 ９９９９月月月月20202020日日日日辺野古辺野古辺野古辺野古現現現現場場場場でのでのでのでの集集集集会会会会、、、、ママママススススココココミミミミ報道報道報道報道のののの5500550055005500人人人人についてについてについてについて

7777 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


