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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24242424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03030303    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 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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 医療福祉行政医療福祉行政医療福祉行政医療福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 特定疾患特定疾患特定疾患特定疾患にににに認定認定認定認定されているされているされているされている「「「「多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症」」」」のののの患者患者患者患者さんはさんはさんはさんは国全体国全体国全体国全体でででで約約約約１１１１万万万万2000200020002000人人人人、、、、人口人口人口人口
10101010万人当万人当万人当万人当たりたりたりたり８８８８からからからから９９９９人程度人程度人程度人程度とととと推定推定推定推定されているがされているがされているがされているが、、、、県内県内県内県内にどれくらいのにどれくらいのにどれくらいのにどれくらいの患者患者患者患者さんがおられさんがおられさんがおられさんがおられ
るかるかるかるか把握把握把握把握されているかされているかされているかされているか。。。。実情実情実情実情とととと県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症のののの名医名医名医名医がいるがいるがいるがいる病院病院病院病院はははは北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院北海道大学病院をををを初初初初めめめめ全国全国全国全国でででで11111111カカカカ所所所所あるとあるとあるとあると聞聞聞聞いていていていて
おりおりおりおり、、、、沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内にはないようですがにはないようですがにはないようですがにはないようですが、、、、実態実態実態実態はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

((((2222)))) ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり対策事業対策事業対策事業対策事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり対策事業対策事業対策事業対策事業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。。。。

ｲｲｲｲ 厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省がががが平成平成平成平成21212121年度年度年度年度よりよりよりより実施実施実施実施しているしているしているしている「「「「ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり対策推進事業対策推進事業対策推進事業対策推進事業」」」」のののの中中中中でででで、、、、ひきこもひきこもひきこもひきこも
りにりにりにりに特化特化特化特化したしたしたした専門相談窓口専門相談窓口専門相談窓口専門相談窓口のののの機能機能機能機能をををを有有有有するするするする「「「「ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり地域支援地域支援地域支援地域支援センターセンターセンターセンター」」」」をををを各都道府各都道府各都道府各都道府
県県県県・・・・指定都市指定都市指定都市指定都市にににに設置設置設置設置するようするようするようするよう求求求求めておりますがめておりますがめておりますがめておりますが、、、、現時点現時点現時点現時点でででで66666666自治体自治体自治体自治体のうちのうちのうちのうち、、、、35353535のののの自治体自治体自治体自治体
のみにのみにのみにのみに設置設置設置設置されておりされておりされておりされており、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県をををを含含含含めためためためた約半数約半数約半数約半数のののの自治体自治体自治体自治体がががが未設置未設置未設置未設置でありますでありますでありますであります。。。。ひきこもひきこもひきこもひきこも
りりりり地域地域地域地域センターセンターセンターセンター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取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの移転新築移転新築移転新築移転新築についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの移転新築移転新築移転新築移転新築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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 築築築築32323232年年年年になるになるになるになる現施設現施設現施設現施設のののの耐久度耐久度耐久度耐久度やややや電気電気電気電気、、、、給排水給排水給排水給排水、、、、空調施設等空調施設等空調施設等空調施設等ののののチェックチェックチェックチェック及及及及びびびび修繕修繕修繕修繕がががが必要必要必要必要
とととと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 商工行政商工行政商工行政商工行政についてについてについてについて

((((1111)))) 中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法のののの期限切期限切期限切期限切れれれれ（（（（来年来年来年来年３３３３月月月月））））にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響のののの緩和策緩和策緩和策緩和策としてとしてとしてとして、、、、県融資制度県融資制度県融資制度県融資制度
のののの中中中中でででで「「「「借換資金借換資金借換資金借換資金のののの創設創設創設創設」」」」をををを考考考考えているようだがえているようだがえているようだがえているようだが、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県工業連合会県工業連合会県工業連合会県工業連合会からからからから出出出出ているているているている「「「「県貿易公社県貿易公社県貿易公社県貿易公社（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」のののの設置設置設置設置。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄をををを中継中継中継中継してしてしてして商取引商取引商取引商取引ができができができができ
るるるる総合商社総合商社総合商社総合商社のののの設置設置設置設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 航空交通行政航空交通行政航空交通行政航空交通行政についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路増設滑走路増設滑走路増設滑走路増設のののの早期実現早期実現早期実現早期実現とととと旅客旅客旅客旅客ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの拡張拡張拡張拡張についてについてについてについて

((((2222)))) 「「「「フライトシミュレーターフライトシミュレーターフライトシミュレーターフライトシミュレーター施設施設施設施設」」」」のののの沖縄誘致沖縄誘致沖縄誘致沖縄誘致についてについてについてについて

4444 文化行政文化行政文化行政文化行政についてについてについてについて

((((1111)))) 御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元御茶屋御殿復元についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 御茶屋御殿復元事業御茶屋御殿復元事業御茶屋御殿復元事業御茶屋御殿復元事業のののの進進進進状況及状況及状況及状況及びびびび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

ｲｲｲｲ 同事業同事業同事業同事業をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でのでのでのでの県県県県のののの役割役割役割役割についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 現存現存現存現存するするするする教会及教会及教会及教会及びびびび保育所保育所保育所保育所のののの移転移転移転移転についてについてについてについて。。。。例例例例えばえばえばえば同土地同土地同土地同土地のののの買買買買いいいい取取取取りりりり、、、、代替地代替地代替地代替地のののの提供提供提供提供
等等等等についてについてについてについて

5555 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 多良間村多良間村多良間村多良間村におけるにおけるにおけるにおける「「「「地下地下地下地下ダムダムダムダム事業事業事業事業」」」」のののの進進進進状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて

((((2222)))) 地下地下地下地下ダムダムダムダム事業事業事業事業をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで、、、、国国国国・・・・県県県県・・・・村村村村のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてについてについてについて

((((3333)))) 宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市、、、、多良間村多良間村多良間村多良間村におけるにおけるにおけるにおける屠畜場建設屠畜場建設屠畜場建設屠畜場建設のののの進進進進状況及状況及状況及状況及びびびび課題課題課題課題についてについてについてについて

6666 ２２２２月月月月９９９９日日日日をををを「「「「フクギフクギフクギフクギのののの日日日日」」」」とととと定定定定めめめめ、、、、フクギフクギフクギフクギ林林林林のののの保全保全保全保全、、、、再生再生再生再生、、、、創設創設創設創設にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
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7777 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24242424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03030303    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 島袋島袋島袋島袋　　　　　　　　大大大大（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの交付要件交付要件交付要件交付要件のののの大原則大原則大原則大原則をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

((((2222)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金、「、「、「、「県事業県事業県事業県事業」、「」、「」、「」、「市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業」」」」のののの内閣府内閣府内閣府内閣府とのとのとのとの調整状況調整状況調整状況調整状況、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村「「「「内諾内諾内諾内諾」」」」につにつにつにつ
いておいておいておいてお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

((((3333)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの「「「「事後評価事後評価事後評価事後評価」、「」、「」、「」、「レビューレビューレビューレビューについてについてについてについて」」」」どのようなどのようなどのようなどのような規定規定規定規定があるのかおがあるのかおがあるのかおがあるのかお聞聞聞聞かせくだかせくだかせくだかせくだ
さいさいさいさい。。。。

2222 平成平成平成平成25252525年度内閣府概算要求年度内閣府概算要求年度内閣府概算要求年度内閣府概算要求、、、、那覇空港第二滑走路那覇空港第二滑走路那覇空港第二滑走路那覇空港第二滑走路についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成25252525年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求、、、、特特特特にににに「「「「那覇空港第二滑走路那覇空港第二滑走路那覇空港第二滑走路那覇空港第二滑走路」」」」についてについてについてについて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような
概算要求概算要求概算要求概算要求になっているかおになっているかおになっているかおになっているかお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

3333 経済政策経済政策経済政策経済政策についてについてについてについて（（（（企業誘致等企業誘致等企業誘致等企業誘致等））））

((((1111)))) 特別自由貿易地域特別自由貿易地域特別自由貿易地域特別自由貿易地域、、、、現在現在現在現在はははは「「「「国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域国際物流拠点産業集積地域」」」」へのへのへのへの企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの現状現状現状現状、、、、そしてそしてそしてそして
来月来月来月来月にはにはにはには北海道北海道北海道北海道とのとのとのとの直通便直通便直通便直通便がががが就航就航就航就航されるとされるとされるとされると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、関連関連関連関連してしてしてして北海道北海道北海道北海道とどのようなとどのようなとどのようなとどのような経経経経
済交流済交流済交流済交流をしていくのかおをしていくのかおをしていくのかおをしていくのかお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

((((2222)))) 今月今月今月今月、、、、東京東京東京東京ビッグサイトビッグサイトビッグサイトビッグサイトでででで行行行行われたわれたわれたわれた「「「「国際物流総合展国際物流総合展国際物流総合展国際物流総合展2012201220122012」」」」でどのようなでどのようなでどのようなでどのような成果成果成果成果があったのかがあったのかがあったのかがあったのか
おおおお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

4444 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金（（（（観光振興予算観光振興予算観光振興予算観光振興予算））））についてについてについてについて

((((1111)))) 観光振興観光振興観光振興観光振興にににに関関関関するするするする一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についておについておについておについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光コンベンションビューコンベンションビューコンベンションビューコンベンションビュー
ローローローローがががが運用運用運用運用するするするする一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの額額額額、、、、そしてそしてそしてそして事業事業事業事業についておについておについておについてお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

5555 文化文化文化文化、、、、観光観光観光観光、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設についてについてについてについて

((((1111)))) ドームドームドームドーム式複合型式複合型式複合型式複合型スタジアムスタジアムスタジアムスタジアムをををを建設計画建設計画建設計画建設計画するするするするプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム設置設置設置設置についてのについてのについてのについての進進進進状況状況状況状況はははは
どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設のののの進進進進状況状況状況状況はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市からからからから空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設のののの要望意見書要望意見書要望意見書要望意見書がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、豊見城城址公園豊見城城址公園豊見城城址公園豊見城城址公園をををを県営公園県営公園県営公園県営公園
としてとしてとしてとして建設建設建設建設するするするする考考考考えはないのかえはないのかえはないのかえはないのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 自立支援医療費不正受給事件自立支援医療費不正受給事件自立支援医療費不正受給事件自立支援医療費不正受給事件についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

((((2222)))) 被害被害被害被害のののの認定額認定額認定額認定額はどれくらいかはどれくらいかはどれくらいかはどれくらいか。。。。

7777 台風台風台風台風16161616号被害対策号被害対策号被害対策号被害対策についてについてについてについて

((((1111)))) 東村東村東村東村、、、、大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村、、、、国頭村国頭村国頭村国頭村のののの被害状況及被害状況及被害状況及被害状況及びびびび復旧対策復旧対策復旧対策復旧対策。。。。

((((2222)))) そのそのそのその他他他他、、、、県内県内県内県内のののの被害状況被害状況被害状況被害状況とととと対策対策対策対策。。。。

8888 我我我我がががが党党党党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



4

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24242424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03030303    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 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 コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローをををを核核核核としたとしたとしたとした観光観光観光観光やややや、、、、経済活性化経済活性化経済活性化経済活性化にににに向向向向けたけたけたけた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)))) 年間年間年間年間にににに訪訪訪訪れるれるれるれる来客数来客数来客数来客数はどのくらいではどのくらいではどのくらいではどのくらいで、、、、訪訪訪訪れたれたれたれた方方方方々々々々のののの会場会場会場会場をををを離離離離れるまでのれるまでのれるまでのれるまでの日程日程日程日程はどのようにはどのようにはどのようにはどのように
把握把握把握把握をしておられるかをしておられるかをしておられるかをしておられるか。。。。

((((2222)))) 訪訪訪訪れるれるれるれる来客来客来客来客のののの目的目的目的目的ははははイベントイベントイベントイベント、、、、会議会議会議会議、、、、講習会講習会講習会講習会などとなどとなどとなどと解解解解するがするがするがするが、、、、そのそのそのその割合状況割合状況割合状況割合状況についてについてについてについて

((((3333)))) 誘致誘致誘致誘致をしたをしたをしたをした事業事業事業事業にににに関関関関してしてしてして、、、、地元地元地元地元とともにどのようにとともにどのようにとともにどのようにとともにどのように生生生生かしていくのかかしていくのかかしていくのかかしていくのか。。。。そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、協議協議協議協議
等等等等もももも行行行行われているのかわれているのかわれているのかわれているのか、、、、実績実績実績実績はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。

((((4444)))) コンベンションコンベンションコンベンションコンベンションをををを核核核核としたとしたとしたとした波及効果波及効果波及効果波及効果のののの、、、、地域地域地域地域とととと連携連携連携連携したしたしたした特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした経済活性化経済活性化経済活性化経済活性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みみみ等等等等にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような事業計画事業計画事業計画事業計画がががが実施実施実施実施されされされされ行行行行われているかわれているかわれているかわれているか、、、、現状現状現状現状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)))) 西海岸西海岸西海岸西海岸のののの特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした経済活性化経済活性化経済活性化経済活性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

2222 県県県県のののの学力向上学力向上学力向上学力向上をををを目指目指目指目指したしたしたした取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((1111)))) 過去過去過去過去からからからから今日今日今日今日までのまでのまでのまでの学力学力学力学力（（（（小小小小、、、、中中中中））））はははは他府県他府県他府県他府県とととと比比比比べてどのようなべてどのようなべてどのようなべてどのような傾向傾向傾向傾向かかかか。。。。

((((2222)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上にににに向向向向けたけたけたけた、、、、知知知知、、、、徳徳徳徳、、、、体体体体とのとのとのとの関係取関係取関係取関係取りりりり組組組組みはみはみはみは。。。。

((((3333)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを総括総括総括総括したしたしたした今後今後今後今後３３３３年年年年、、、、５５５５年年年年、、、、10101010年年年年スパンスパンスパンスパン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

((((4444)))) 民間民間民間民間のののの英知英知英知英知とととと専門職専門職専門職専門職、、、、人材等人材等人材等人材等をををを活用活用活用活用したしたしたした取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの制度制度制度制度もももも可能可能可能可能かかかか。。。。

3333 今後今後今後今後のののの都市都市都市都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの延伸並延伸並延伸並延伸並びにびにびにびに、、、、鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの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)))) 都市都市都市都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの事業計画進事業計画進事業計画進事業計画進状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの延伸延伸延伸延伸についてについてについてについて

((((2222)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道とととと都市都市都市都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの連携連携連携連携したしたしたした延伸計画延伸計画延伸計画延伸計画についてについてについてについて

4444 基地返還跡地対策基金基地返還跡地対策基金基地返還跡地対策基金基地返還跡地対策基金についてについてについてについて

((((1111)))) 事業計画事業計画事業計画事業計画とととと運用運用運用運用についてについてについてについて

((((2222)))) 関係自治体関係自治体関係自治体関係自治体とととと運用運用運用運用やややや活用方法活用方法活用方法活用方法についてのについてのについてのについての調整状況調整状況調整状況調整状況。。。。

5555 尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題についてについてについてについて

((((1111)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域のののの漁民漁民漁民漁民にににに対対対対するするするする対応対応対応対応とととと国国国国へのへのへのへの働働働働きかけについてきかけについてきかけについてきかけについて

((((2222)))) 約約約約140140140140万県民万県民万県民万県民へのへのへのへの尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題のののの正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識とととと呼呼呼呼びかけについてびかけについてびかけについてびかけについて

6666 我我我我がががが党党党党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



5

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24242424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03030303    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 桑江桑江桑江桑江　　　　朝千夫朝千夫朝千夫朝千夫（（（（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 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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対県民大会配備反対県民大会配備反対県民大会配備反対県民大会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参加参加参加参加したしたしたした現実現実現実現実をどうをどうをどうをどう思思思思うかうかうかうか。。。。

((((2222)))) 参加参加参加参加されなかったされなかったされなかったされなか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。。。。

((((3333)))) 現在現在現在現在のののの日中関係日中関係日中関係日中関係はははは最悪最悪最悪最悪であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを有有有有するするするする沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((4444)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金、、、、県事業県事業県事業県事業、、、、市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業がががが承諾承諾承諾承諾されたがされたがされたがされたが、、、、満足満足満足満足なななな事業内容事業内容事業内容事業内容がそろったかがそろったかがそろったかがそろったか評価評価評価評価をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 自民党新総裁自民党新総裁自民党新総裁自民党新総裁にににに期待期待期待期待するところをするところをするところをするところを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海のののの海底資源海底資源海底資源海底資源についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島、、、、慶良間諸島等慶良間諸島等慶良間諸島等慶良間諸島等のののの調査状況調査状況調査状況調査状況はははは掘握掘握掘握掘握されているかされているかされているかされているか。。。。

((((2222)))) 将来将来将来将来のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて

3333 中城湾港中城湾港中城湾港中城湾港についてについてについてについて

((((1111)))) 定期船就航実証実験定期船就航実証実験定期船就航実証実験定期船就航実証実験のののの現在現在現在現在のののの状況状況状況状況。。。。

((((2222)))) 移動式大型移動式大型移動式大型移動式大型クレーンクレーンクレーンクレーン導入導入導入導入がががが補正措置補正措置補正措置補正措置されたされたされたされた。。。。港港港港のののの機能拡充機能拡充機能拡充機能拡充のののの一歩一歩一歩一歩だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。今後今後今後今後のののの機機機機
能拡充能拡充能拡充能拡充についてについてについてについて

4444 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

((((1111)))) 南北縦貫鉄道南北縦貫鉄道南北縦貫鉄道南北縦貫鉄道についてについてについてについて

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)))) 平成平成平成平成22222222年度全国学力調査結果年度全国学力調査結果年度全国学力調査結果年度全国学力調査結果についてについてについてについて、、、、教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 現在現在現在現在のののの順位置順位置順位置順位置にあるにあるにあるにある要因要因要因要因はははは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 課題解決課題解決課題解決課題解決、、、、学問向上学問向上学問向上学問向上のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 教育教育教育教育、、、、教諭教諭教諭教諭のののの不祥事不祥事不祥事不祥事についてについてについてについて

((((5555)))) いじめいじめいじめいじめ対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、指導指導指導指導マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル、、、、対処対処対処対処マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルはあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 沖縄警察署移転沖縄警察署移転沖縄警察署移転沖縄警察署移転についてについてについてについて

((((1111)))) 新沖縄警察署新沖縄警察署新沖縄警察署新沖縄警察署がほぼがほぼがほぼがほぼ完成完成完成完成したしたしたした。。。。かかわったかかわったかかわったかかわった業種業種業種業種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)))) 全全全全てててて県内企業県内企業県内企業県内企業かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 大型交番所設置大型交番所設置大型交番所設置大型交番所設置についてについてについてについて
　　　　どれくらいどれくらいどれくらいどれくらい大型大型大型大型なのかなのかなのかなのか。。。。機能機能機能機能、、、、人員等人員等人員等人員等をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが党党党党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24242424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03030303    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 嶺井嶺井嶺井嶺井　　　　　　　　光光光光（（（（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 多様多様多様多様なななな人材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと文化文化文化文化のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画数値目標実施計画数値目標実施計画数値目標実施計画数値目標におけるにおけるにおけるにおける全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテスト正答率向上正答率向上正答率向上正答率向上のののの具体的具体的具体的具体的なななな対策対策対策対策
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける学習支援活動学習支援活動学習支援活動学習支援活動のののの実態実態実態実態とととと体制体制体制体制のののの支援充実支援充実支援充実支援充実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 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの歴史歴史歴史歴史・・・・変遷変遷変遷変遷とととと他県他県他県他県とのとのとのとの違違違違いについていについていについていについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 高校高校高校高校におけるにおけるにおけるにおけるゼロゼロゼロゼロ校時校時校時校時についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道によるとによるとによるとによると県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁はははは、、、、ゼロゼロゼロゼロ校時問題校時問題校時問題校時問題でででで現場現場現場現場のののの校長校長校長校長をををを対象対象対象対象にににに処分処分処分処分するようなするようなするようなするような調調調調
査査査査をしているがをしているがをしているがをしているが真相真相真相真相をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ゼロゼロゼロゼロ校時校時校時校時はははは生徒生徒生徒生徒のののの学力向上対策学力向上対策学力向上対策学力向上対策ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。ならばならばならばならば行政行政行政行政のののの長長長長にににに責任責任責任責任があるのではながあるのではながあるのではながあるのではな
いかいかいかいか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 各学校各学校各学校各学校にににに「「「「兼職兼業願兼職兼業願兼職兼業願兼職兼業願いいいい」」」」のののの提出提出提出提出をををを指示指示指示指示したのはいつかしたのはいつかしたのはいつかしたのはいつか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「青少年青少年青少年青少年のののの家家家家」」」」のののの整備整備整備整備についてについてについてについて見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 首都圏首都圏首都圏首都圏におけるにおけるにおけるにおける学生学生学生学生のののの就学支援就学支援就学支援就学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。。。。

2222 地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり、、、、経済経済経済経済のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画によるによるによるによる経済自立経済自立経済自立経済自立のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方、、、、主主主主なななな具体的取具体的取具体的取具体的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)))) 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 災害災害災害災害にににに強強強強いいいい栽培施設栽培施設栽培施設栽培施設のののの整備事業整備事業整備事業整備事業についてについてについてについて進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 農水産物輸送費支援農水産物輸送費支援農水産物輸送費支援農水産物輸送費支援のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ さとうきびさとうきびさとうきびさとうきび生産回復緊急対策事業生産回復緊急対策事業生産回復緊急対策事業生産回復緊急対策事業のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 漁業者漁業者漁業者漁業者のののの安全操業安全操業安全操業安全操業のののの確保確保確保確保をををを支援支援支援支援するするするする通信施設整備通信施設整備通信施設整備通信施設整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 中城湾港仲伊保地区船揚中城湾港仲伊保地区船揚中城湾港仲伊保地区船揚中城湾港仲伊保地区船揚げげげげ場改修場改修場改修場改修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。。。。

((((3333)))) 国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト「「「「環境未来都市構想環境未来都市構想環境未来都市構想環境未来都市構想」」」」選定選定選定選定をををを目指目指目指目指すすすす「「「「南城市南城市南城市南城市ちゃちゃちゃちゃーーーーＧＡＮＪＹＵ　ＣＩＧＡＮＪＹＵ　ＣＩＧＡＮＪＹＵ　ＣＩＧＡＮＪＹＵ　ＣＩ
ＴＹＴＹＴＹＴＹ構想構想構想構想」」」」のののの県県県県のののの支援支援支援支援・・・・連携連携連携連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。。。。

3333 医療医療医療医療、、、、福祉政策福祉政策福祉政策福祉政策についてについてについてについて

((((1111)))) 21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画数値目標実施計画数値目標実施計画数値目標実施計画数値目標におけるにおけるにおけるにおける県民県民県民県民のののの健康長寿再生健康長寿再生健康長寿再生健康長寿再生へのへのへの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。。。。

((((2222)))) 科学技術医療科学技術医療科学技術医療科学技術医療のののの重粒子線治療機関重粒子線治療機関重粒子線治療機関重粒子線治療機関についてについてについてについて科学技術大学院大学科学技術大学院大学科学技術大学院大学科学技術大学院大学、、、、琉球大学等琉球大学等琉球大学等琉球大学等、、、、国国国国のののの
機関機関機関機関としてのとしてのとしてのとしての設置並設置並設置並設置並びにびにびにびに米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用米軍基地跡地利用のののの中中中中でででで、、、、アジアアジアアジアアジア圏圏圏圏をををを見据見据見据見据えたえたえたえた国国国国のののの高度医療高度医療高度医療高度医療
戦略戦略戦略戦略としてのとしてのとしてのとしての誘致可能性誘致可能性誘致可能性誘致可能性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 保育士保育士保育士保育士、、、、介護職介護職介護職介護職のののの給与給与給与給与となるとなるとなるとなる施設運営費算定基準施設運営費算定基準施設運営費算定基準施設運営費算定基準をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 土木建築政策土木建築政策土木建築政策土木建築政策・・・・道路事業道路事業道路事業道路事業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道自転車道道自転車道道自転車道道自転車道、、、、南部東道路整備南部東道路整備南部東道路整備南部東道路整備についてについてについてについて部長部長部長部長のののの決意決意決意決意とととと進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国・・・・県道県道県道県道のののの再編整備再編整備再編整備再編整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 住宅政策住宅政策住宅政策住宅政策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県のののの住宅事情住宅事情住宅事情住宅事情はははは他県他県他県他県とととと比比比比べどのようなべどのようなべどのようなべどのような状況状況状況状況にあるかにあるかにあるかにあるか伺伺伺伺うううう。。。。
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ｲｲｲｲ 沖縄県住宅供給公社沖縄県住宅供給公社沖縄県住宅供給公社沖縄県住宅供給公社のののの役割役割役割役割とととと設立設立設立設立のののの背景背景背景背景をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 大里嶺井団地大里嶺井団地大里嶺井団地大里嶺井団地はははは築築築築40404040年近年近年近年近くくくく老朽化老朽化老朽化老朽化がががが著著著著しいがしいがしいがしいが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 仲伊保海岸護岸仲伊保海岸護岸仲伊保海岸護岸仲伊保海岸護岸のののの海岸保全施設海岸保全施設海岸保全施設海岸保全施設としてのとしてのとしてのとしての採択要件調査採択要件調査採択要件調査採択要件調査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24242424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03030303    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 翁長翁長翁長翁長　　　　政俊政俊政俊政俊（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等    

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

1111 沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金についてについてについてについて

((((1111)))) 今年度今年度今年度今年度、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの事業認定作業事業認定作業事業認定作業事業認定作業がががが難渋難渋難渋難渋しししし予算執行予算執行予算執行予算執行がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる事態事態事態事態もありましたもありましたもありましたもありました
がががが、、、、そのそのそのその反省点反省点反省点反省点、、、、次年度次年度次年度次年度にににに向向向向けたけたけたけた留意点留意点留意点留意点、、、、またまたまたまた改善点改善点改善点改善点があればがあればがあればがあれば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金沖縄振興特別交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして特種特種特種特種、、、、特色特色特色特色のあるどのようなのあるどのようなのあるどのようなのあるどのような施策展開施策展開施策展開施策展開がががが可能可能可能可能になったのになったのになったのになったの
かかかか、、、、具体的具体的具体的具体的にににに示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

2222 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの滑走路増設計画滑走路増設計画滑走路増設計画滑走路増設計画についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港はははは国内国内国内国内のののの滑走路滑走路滑走路滑走路１１１１本空港本空港本空港本空港のののの中中中中ではではではでは旅客数旅客数旅客数旅客数、、、、発着回数発着回数発着回数発着回数ともにともにともにともに第第第第２２２２位位位位であるであるであるである。。。。年間年間年間年間
発着数発着数発着数発着数もももも13131313万回万回万回万回をををを超超超超ええええ処理能力処理能力処理能力処理能力のののの限界限界限界限界にににに来来来来ていますていますていますています。。。。第二滑走路第二滑走路第二滑走路第二滑走路のののの完成完成完成完成するするするする間間間間、、、、処理処理処理処理
能力能力能力能力はははは対応対応対応対応できるのかできるのかできるのかできるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは2013201320132013年度年度年度年度、、、、着工着工着工着工をををを求求求求めるめるめるめる第二滑走路増設事業第二滑走路増設事業第二滑走路増設事業第二滑走路増設事業についてについてについてについて、、、、国国国国はははは「「「「事業費全体事業費全体事業費全体事業費全体のののの
1900190019001900億円億円億円億円」」」」のののの財源確保財源確保財源確保財源確保にめどがにめどがにめどがにめどが立立立立たないとたないとたないとたないと説明説明説明説明、、、、事業着工事業着工事業着工事業着工にににに不安不安不安不安がががが残残残残りますがりますがりますがりますが、、、、県県県県のののの対対対対
応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 鉄軌道導入計画鉄軌道導入計画鉄軌道導入計画鉄軌道導入計画についてについてについてについて

((((1111)))) 内閣府内閣府内閣府内閣府によるによるによるによる鉄軌道導入可能性調査報告鉄軌道導入可能性調査報告鉄軌道導入可能性調査報告鉄軌道導入可能性調査報告がががが発表発表発表発表されされされされ、、、、県県県県のののの同報告書同報告書同報告書同報告書にににに対対対対するするするする評価評価評価評価とととと県県県県
がががが進進進進めるめるめるめる公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステム導入調査導入調査導入調査導入調査のののの目的目的目的目的とととと実現実現実現実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をみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 那覇港湾整備計画那覇港湾整備計画那覇港湾整備計画那覇港湾整備計画についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの物流取物流取物流取物流取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの９９９９割以上割以上割以上割以上をををを占占占占めるめるめるめる那覇港那覇港那覇港那覇港のののの港湾物流機能港湾物流機能港湾物流機能港湾物流機能をををを改善改善改善改善するするするする目的目的目的目的でででで今年今年今年今年
度度度度「「「「総合物流総合物流総合物流総合物流センターセンターセンターセンター可能性調査事業可能性調査事業可能性調査事業可能性調査事業」」」」をををを実施実施実施実施するするするする。。。。そこでそこでそこでそこで総合物流総合物流総合物流総合物流センターセンターセンターセンター建設建設建設建設ののののタイタイタイタイ
ムスケジュールムスケジュールムスケジュールムスケジュールとととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾マリーナマリーナマリーナマリーナのののの旧管理棟旧管理棟旧管理棟旧管理棟のののの管理運営管理運営管理運営管理運営のありのありのありのあり方方方方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)))) 瀬底港瀬底港瀬底港瀬底港のののの改修改修改修改修についてについてについてについて、、、、本部町本部町本部町本部町とととと地元地元地元地元からからからから強強強強いいいい要請要請要請要請がががが提出提出提出提出されていますされていますされていますされています。。。。県県県県のののの整備方針整備方針整備方針整備方針
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 福祉福祉福祉福祉・・・・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)))) 認可認可認可認可、、、、認可外園認可外園認可外園認可外園においてにおいてにおいてにおいて保育士保育士保育士保育士のののの不足不足不足不足はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題でありますでありますでありますであります。。。。県県県県のののの同問題同問題同問題同問題にににに対対対対するするするする
現状認識現状認識現状認識現状認識とととと具体的対応策具体的対応策具体的対応策具体的対応策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴うううう移転建設計画移転建設計画移転建設計画移転建設計画のののの進進進進とととと、、、、応急的処置応急的処置応急的処置応急的処置としてのとしてのとしてのとしての耐震耐震耐震耐震、、、、老老老老
朽化対策朽化対策朽化対策朽化対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 我我我我がががが党党党党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24242424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03030303    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 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（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 平成平成平成平成25252525年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国のののの概算要求概算要求概算要求概算要求にににに対対対対するするするする評価評価評価評価とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((2222)))) 平成平成平成平成24242424年度分年度分年度分年度分のののの沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金のののの県及県及県及県及びびびび市町村分市町村分市町村分市町村分のののの活用評価活用評価活用評価活用評価とととと課題課題課題課題についてについてについてについて

((((3333)))) 平成平成平成平成25252525年度重点政策及年度重点政策及年度重点政策及年度重点政策及びびびび予算予算予算予算についてについてについてについて

2222 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの実施計画実施計画実施計画実施計画についてについてについてについて

((((1111)))) ５５５５年間年間年間年間のののの実施計画実施計画実施計画実施計画のののの特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて

((((2222)))) 推進体制推進体制推進体制推進体制とととと予算予算予算予算づけのづけのづけのづけの決意決意決意決意についてについてについてについて

3333 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

((((1111)))) ５５５５年間年間年間年間のののの実施計画実施計画実施計画実施計画におけるにおけるにおけるにおける具体的具体的具体的具体的なななな推進計画推進計画推進計画推進計画はははは。。。。

((((2222)))) ５５５５年後年後年後年後にににに着工着工着工着工をををを目指目指目指目指すためのすためのすためのすためのルートルートルートルートのののの決定及決定及決定及決定及びびびび課題課題課題課題についてについてについてについて

4444 県経済振興及県経済振興及県経済振興及県経済振興及びびびび雇用雇用雇用雇用のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける産業振興及産業振興及産業振興及産業振興及びびびび企業立地企業立地企業立地企業立地のののの現状現状現状現状とととと展望展望展望展望についてについてについてについて

((((2222)))) うるまうるまうるまうるま市市市市におけるにおけるにおけるにおける県経済振興策県経済振興策県経済振興策県経済振興策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ クラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンタークラウドデータセンターのののの進進進進についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 中城港湾中城港湾中城港湾中城港湾のののの企業立地企業立地企業立地企業立地のののの現状現状現状現状とととと展望展望展望展望についてについてについてについて

5555 沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学のののの開学開学開学開学についてについてについてについて

((((1111)))) 世界世界世界世界ナンバーワンナンバーワンナンバーワンナンバーワンをををを目指目指目指目指すすすす説明説明説明説明についてについてについてについて

((((2222)))) 研究開発研究開発研究開発研究開発によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな製品開発製品開発製品開発製品開発へのへのへのへの期待期待期待期待についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄県経済振興沖縄県経済振興沖縄県経済振興沖縄県経済振興にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて

6666 県道県道県道県道のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 与勝一周道路与勝一周道路与勝一周道路与勝一周道路のののの推進状況推進状況推進状況推進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224224224224号線拡幅工事号線拡幅工事号線拡幅工事号線拡幅工事のののの進進進進についてについてについてについて

((((3333)))) 県道県道県道県道37373737号線照間漁港歩道整備号線照間漁港歩道整備号線照間漁港歩道整備号線照間漁港歩道整備のののの進進進進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24242424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03030303    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 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画実施計画実施計画実施計画」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 計画実現計画実現計画実現計画実現にににに向向向向けけけけ、、、、知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 成果指標成果指標成果指標成果指標がががが決定決定決定決定しししし各部局各部局各部局各部局のののの意気込意気込意気込意気込みをみをみをみを感感感感じるがじるがじるがじるが、、、、過去過去過去過去のののの振興計画振興計画振興計画振興計画のののの目標達成状況目標達成状況目標達成状況目標達成状況はははは大大大大
変厳変厳変厳変厳しくしくしくしく、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう検証検証検証検証しししし分析分析分析分析したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

((((3333)))) 成果指標成果指標成果指標成果指標のののの根拠根拠根拠根拠をををを県民県民県民県民にわかりやすくにわかりやすくにわかりやすくにわかりやすく説明説明説明説明してほしいとのしてほしいとのしてほしいとのしてほしいとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 目標値達成目標値達成目標値達成目標値達成にににに向向向向けてどうけてどうけてどうけてどう取取取取りりりり組組組組むのかむのかむのかむのか。。。。従来従来従来従来とのとのとのとの違違違違いはあるのかいはあるのかいはあるのかいはあるのか。。。。

2222 24242424年度予算執行年度予算執行年度予算執行年度予算執行についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金等一括交付金等一括交付金等一括交付金等、、、、大幅大幅大幅大幅なななな予算増予算増予算増予算増にににに伴伴伴伴いいいい執行状況執行状況執行状況執行状況にににに懸念懸念懸念懸念のののの声声声声がありますがありますがありますがあります。。。。特特特特にににに例年繰越額例年繰越額例年繰越額例年繰越額
がががが大大大大きいきいきいきい土木部予算土木部予算土木部予算土木部予算、、、、農林水産部予算農林水産部予算農林水産部予算農林水産部予算のののの執行状況執行状況執行状況執行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)))) 国国国国によるによるによるによる「「「「特例公債法案特例公債法案特例公債法案特例公債法案」」」」のののの先送先送先送先送りについてりについてりについてりについて、、、、県及県及県及県及びびびび市町村市町村市町村市町村へのへのへのへの影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう
対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか。。。。

3333 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて

((((1111)))) ９９９９月月月月10101010日日日日、、、、第第第第１１１１回県雇用対策推進協議会回県雇用対策推進協議会回県雇用対策推進協議会回県雇用対策推進協議会がががが開開開開かれたがかれたがかれたがかれたが、、、、目的目的目的目的とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) ミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチ対策対策対策対策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、、、、効果効果効果効果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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育のののの強化強化強化強化、、、、充実充実充実充実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。。。。

((((4444)))) 「「「「大学生等県外就職大学生等県外就職大学生等県外就職大学生等県外就職チャレンジプログラムチャレンジプログラムチャレンジプログラムチャレンジプログラム」」」」のののの推進状況推進状況推進状況推進状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、次年度次年度次年度次年度はどうなはどうなはどうなはどうな
るのかるのかるのかるのか。。。。

4444 防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇市古波蔵及那覇市古波蔵及那覇市古波蔵及那覇市古波蔵及びびびび鏡原地域鏡原地域鏡原地域鏡原地域のののの浸水被害浸水被害浸水被害浸水被害についてについてについてについて原因原因原因原因とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。水門水門水門水門やややや排水溝排水溝排水溝排水溝
はははは十分十分十分十分にににに機能機能機能機能したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

((((2222)))) 台風台風台風台風15151515号号号号・・・・16161616号号号号のののの影響影響影響影響でででで地地地地すべりやすべりやすべりやすべりや土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れのれのれのれの被害被害被害被害がががが県内各地県内各地県内各地県内各地でででで発生発生発生発生しているしているしているしている。。。。昨年昨年昨年昨年
のののの震災後震災後震災後震災後、、、、全国的全国的全国的全国的にににに注目注目注目注目されているされているされているされている「「「「全天候全天候全天候全天候フォレストベンチフォレストベンチフォレストベンチフォレストベンチ工法工法工法工法」」」」をををを県内県内県内県内でもでもでもでも積極的積極的積極的積極的にににに
導入導入導入導入できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 那覇市繁多川那覇市繁多川那覇市繁多川那覇市繁多川２２２２丁目丁目丁目丁目のののの地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから、、、、県営松川団地県営松川団地県営松川団地県営松川団地のののの川沿川沿川沿川沿いにいにいにいに防災道路防災道路防災道路防災道路のののの設置設置設置設置
（（（（緊急用緊急用緊急用緊急用））））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、、、、人命人命人命人命をををを守守守守るるるる観点観点観点観点からからからから早急早急早急早急にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる
がががが県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療・・・・教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 要介護要介護要介護要介護、、、、要支援要支援要支援要支援のののの全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してのしてのしてのしての本県本県本県本県のののの状況状況状況状況。。。。

((((2222)))) 介護老人福祉施設等介護老人福祉施設等介護老人福祉施設等介護老人福祉施設等のののの整備充実整備充実整備充実整備充実がががが急務急務急務急務とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 介護介護介護介護をををを受受受受けたりけたりけたりけたり寝寝寝寝たきりになったりせずたきりになったりせずたきりになったりせずたきりになったりせず、、、、家事家事家事家事やややや外出外出外出外出などなどなどなど日常生活日常生活日常生活日常生活をををを支障支障支障支障なくなくなくなく送送送送れるれるれるれる期間期間期間期間
をををを示示示示すすすす「「「「健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命」」」」がががが注目注目注目注目をををを集集集集めていますめていますめていますめています。。。。全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してのしてのしてのしての本県本県本県本県のののの現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命のののの延伸延伸延伸延伸、、、、介護予防介護予防介護予防介護予防のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは重要重要重要重要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みはどうなっているみはどうなっているみはどうなっているみはどうなっている
かかかか。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島にににに住住住住むむむむ妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦のののの出産及出産及出産及出産及びびびび検診検診検診検診にににに係係係係るるるる宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費、、、、交通費交通費交通費交通費のののの支援支援支援支援はははは必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが対応対応対応対応
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 県内県内県内県内のののの航空機航空機航空機航空機によるによるによるによる救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送のののの現状現状現状現状とととと課題及課題及課題及課題及びびびび対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) いじめいじめいじめいじめ対策対策対策対策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いますいますいますいます。。。。
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((((8888)))) 高校高校高校高校のないのないのないのない離島離島離島離島のののの就学支援就学支援就学支援就学支援のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 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


