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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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 20202020分分分分 末松末松末松末松　　　　文信文信文信文信（（（（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 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの医療体制医療体制医療体制医療体制についてについてについてについて

((((1111)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域におけるにおけるにおけるにおける慢性的慢性的慢性的慢性的なななな医師不足医師不足医師不足医師不足のののの背景背景背景背景とそのとそのとそのとそ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県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院のののの産婦人科及産婦人科及産婦人科及産婦人科及びびびび小児科小児科小児科小児科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展望展望展望展望についてについてについてについて

((((3333)))) 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院とととと北部医師会立病院北部医師会立病院北部医師会立病院北部医師会立病院のののの統合統合統合統合についてについてについてについて県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題のののの解決解決解決解決とととと駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地のののの利用促進利用促進利用促進利用促進についてについてについてについて

((((1111)))) 基地基地基地基地のののの整理縮小整理縮小整理縮小整理縮小についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 昭和昭和昭和昭和47474747年祖国復帰年祖国復帰年祖国復帰年祖国復帰をををを起点起点起点起点にににに、、、、在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地のののの施設施設施設施設・・・・区域区域区域区域のののの規模規模規模規模とととと、、、、このこのこのこの間縮小間縮小間縮小間縮小されたされたされたされた
規模規模規模規模、、、、そしてそしてそしてそして残存規模残存規模残存規模残存規模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 上記規模上記規模上記規模上記規模はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ在日米軍基地在日米軍基地在日米軍基地在日米軍基地とのとのとのとの比率比率比率比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。。。。

ｳｳｳｳ 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを含含含含むむむむ嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還予定返還予定返還予定返還予定のののの施設施設施設施設・・・・区域区域区域区域のののの規模規模規模規模とととと返還後返還後返還後返還後のののの規模及規模及規模及規模及びびびび
そのそのそのその比率比率比率比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)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて

ｱｱｱｱ 地位協定地位協定地位協定地位協定がががが沖縄沖縄沖縄沖縄にににに適用適用適用適用されたされたされたされた経緯経緯経緯経緯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 日米協定日米協定日米協定日米協定とととと米韓協定及米韓協定及米韓協定及米韓協定及びびびびボンボンボンボン協定協定協定協定とのとのとのとの相違点相違点相違点相違点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 我我我我がががが国国国国のののの自衛隊等自衛隊等自衛隊等自衛隊等をををを他国他国他国他国にににに派遣派遣派遣派遣するときのするときのするときのするときの、、、、接受国接受国接受国接受国とのとのとのとの協定等協定等協定等協定等のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、実例実例実例実例
をををを挙挙挙挙げてげてげてげて説明説明説明説明をををを願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 県県県県がががが求求求求めているめているめているめている見直見直見直見直しのしのしのしの内容内容内容内容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。。。。

ｵｵｵｵ このこのこのこの間間間間、、、、改善改善改善改善されたされたされたされた主主主主なななな内容内容内容内容、、、、特特特特にににに第第第第１１１１次裁判権次裁判権次裁判権次裁判権のののの分配方法分配方法分配方法分配方法とととと被疑者被疑者被疑者被疑者のののの拘禁拘禁拘禁拘禁についてについてについてについて
伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 他国事例他国事例他国事例他国事例とととと比較比較比較比較してしてしてして本協定本協定本協定本協定にににに遜色遜色遜色遜色があるがあるがあるがある事柄事柄事柄事柄についてについてについてについて、、、、県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 基地基地基地基地のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国民的理解国民的理解国民的理解国民的理解はははは、、、、どのどのどのどの程度得程度得程度得程度得られているとられているとられているとられていると考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民としてのとしてのとしてのとしての許容許容許容許容できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲はどのくらいとはどのくらいとはどのくらいとはどのくらいと考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、あるいはこのことについあるいはこのことについあるいはこのことについあるいはこのことについ
てててて議論議論議論議論したことがあるかしたことがあるかしたことがあるかしたことがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 米軍基地関連米軍基地関連米軍基地関連米軍基地関連のののの経済効果経済効果経済効果経済効果についてについてについてについて

ｱｱｱｱ このこのこのこの41414141年間年間年間年間、、、、軍用地料軍用地料軍用地料軍用地料やややや雇用雇用雇用雇用をををを含含含含むむむむ軍需及軍需及軍需及軍需及びびびび周辺整備事業費等周辺整備事業費等周辺整備事業費等周辺整備事業費等、、、、国庫支出金及国庫支出金及国庫支出金及国庫支出金及びびびび米米米米
軍調達等軍調達等軍調達等軍調達等、、、、そのそのそのその金額金額金額金額とととと県経済県経済県経済県経済にににに及及及及ぼしたぼしたぼしたぼした経済効果経済効果経済効果経済効果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 軍用地料等軍用地料等軍用地料等軍用地料等、、、、真水真水真水真水((((いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる生産生産生産生産コストコストコストコストがかからないがかからないがかからないがかからない))))についてについてについてについて、、、、そのそのそのその経済効果経済効果経済効果経済効果をどのようをどのようをどのようをどのよう
にににに算定算定算定算定しているかしているかしているかしているか。。。。

((((5555)))) 駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地駐留軍用地跡地のののの利用促進利用促進利用促進利用促進についてについてについてについて
　　　　普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを含含含含むむむむ嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還予定返還予定返還予定返還予定のののの跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画とととと、、、、そのそのそのその見通見通見通見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。。。。

((((6666)))) 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返還移設返還移設返還移設返還についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長はははは、「、「、「、「一刻一刻一刻一刻もももも早早早早くくくく返還返還返還返還してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい。。。。固定化固定化固定化固定化をををを避避避避けることだけることだけることだけることだ。」。」。」。」とととと発言発言発言発言されてされてされてされて
いるがいるがいるがいるが、、、、固定化固定化固定化固定化されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「移設先移設先移設先移設先のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿はははは、、、、政府政府政府政府がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってやってほしいってやってほしいってやってほしいってやってほしい。」。」。」。」とととと宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長がががが発言発言発言発言されてされてされてされて
いるがいるがいるがいるが、、、、これをどうこれをどうこれをどうこれをどう受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか伺伺伺伺うううう。。。。
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ｳｳｳｳ 先日先日先日先日、、、、北部地域振興協議会北部地域振興協議会北部地域振興協議会北部地域振興協議会がががが「「「「危険危険危険危険なななな普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを辺野古地先辺野古地先辺野古地先辺野古地先へのへのへのへの移設促進大移設促進大移設促進大移設促進大
会会会会」」」」をををを開催開催開催開催されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、これについてのこれについてのこれについてのこれについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 名護漁業協同組合長名護漁業協同組合長名護漁業協同組合長名護漁業協同組合長がががが埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに伴伴伴伴うううう組合組合組合組合のののの同意同意同意同意についてについてについてについて、、、、100100100100％％％％見込見込見込見込めるとのめるとのめるとのめるとの発言発言発言発言
についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 政府政府政府政府がががが埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを提出提出提出提出したときしたときしたときしたとき、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対処対処対処対処するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。
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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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 20202020分分分分 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（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 社会基盤整備社会基盤整備社会基盤整備社会基盤整備についてについてについてについて

((((1111)))) 県営団地建設県営団地建設県営団地建設県営団地建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県営新川団地県営新川団地県営新川団地県営新川団地・・・・真喜良団地真喜良団地真喜良団地真喜良団地はははは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進みみみみ早急早急早急早急なななな建建建建てかえがてかえがてかえがてかえ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、、、、県県県県
のののの新増築計画新増築計画新増築計画新増築計画についてのについてのについてのについての方針方針方針方針をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。

ｲｲｲｲ 県営団地県営団地県営団地県営団地についてはについてはについてはについては竹富町竹富町竹富町竹富町やややや与那国町与那国町与那国町与那国町でででで要望要望要望要望がががが出出出出されておりますされておりますされておりますされております。。。。竹富町及竹富町及竹富町及竹富町及びびびび与那与那与那与那
国町国町国町国町におけるにおけるにおけるにおける県営団地計画県営団地計画県営団地計画県営団地計画についてもあわせてについてもあわせてについてもあわせてについてもあわせて方針方針方針方針をををを御説明願御説明願御説明願御説明願いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 新空港新空港新空港新空港アクセスアクセスアクセスアクセス道路建設道路建設道路建設道路建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 計画計画計画計画ではではではでは一部一部一部一部４４４４車線計画車線計画車線計画車線計画からからからから全線全線全線全線４４４４車線化車線化車線化車線化にににに変更変更変更変更することがすることがすることがすること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、、、、いずれいずれいずれいずれ
にしてもにしてもにしてもにしても早急早急早急早急なななな整備整備整備整備がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。現状現状現状現状ではではではでは交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞やややや事故多発事故多発事故多発事故多発がががが危惧危惧危惧危惧されていされていされていされてい
るがるがるがるが、、、、事業計画事業計画事業計画事業計画のののの進進進進状況状況状況状況についでについでについでについで御説明願御説明願御説明願御説明願いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 土地収用土地収用土地収用土地収用についてについてについてについて地権者地権者地権者地権者がががが求求求求めているのはめているのはめているのはめているのは価格面価格面価格面価格面でのでのでのでの補償補償補償補償だとだとだとだと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。価格価格価格価格
補償問題補償問題補償問題補償問題でででで土地収用土地収用土地収用土地収用はははは難航難航難航難航しているようですがしているようですがしているようですがしているようですが、、、、何何何何がががが問題問題問題問題でででで、、、、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように事業事業事業事業をををを推推推推
進進進進していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、県県県県のののの考考考考えをおえをおえをおえをお伺伺伺伺いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

((((3333)))) 竹富町各離島竹富町各離島竹富町各離島竹富町各離島へのへのへのへの飲料用水配管敷設飲料用水配管敷設飲料用水配管敷設飲料用水配管敷設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 竹富町竹富町竹富町竹富町へのへのへのへの飲料水配水管飲料水配水管飲料水配水管飲料水配水管のののの損傷損傷損傷損傷によるによるによるによる給水停止給水停止給水停止給水停止がががが住民住民住民住民にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えたことはえたことはえたことはえたことは御御御御
承知承知承知承知のとおりでありますのとおりでありますのとおりでありますのとおりであります。。。。竹富町竹富町竹富町竹富町のののの島島島島々々々々はははは、、、、石垣島石垣島石垣島石垣島やややや西表島西表島西表島西表島からそれぞれからそれぞれからそれぞれからそれぞれ送水送水送水送水されされされされ、、、、経経経経
年劣化年劣化年劣化年劣化などやなどやなどやなどや敷設敷設敷設敷設がえなどのがえなどのがえなどのがえなどの対応対応対応対応がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、各離島各離島各離島各離島へのへのへのへの送水管送水管送水管送水管にににに
ついてついてついてついて調査調査調査調査をををを初初初初めめめめ敷設敷設敷設敷設がえのがえのがえのがえの計画計画計画計画があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、県当局県当局県当局県当局のののの方針方針方針方針をおをおをおをお示示示示しししし願願願願いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 船浮港船浮港船浮港船浮港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
　　　　竹富町船浮港竹富町船浮港竹富町船浮港竹富町船浮港はははは、、、、干満干満干満干満のののの潮位潮位潮位潮位のののの影響影響影響影響でででで出入港出入港出入港出入港にににに支障支障支障支障をををを来来来来しておりますしておりますしておりますしております。。。。早急早急早急早急なななな整備整備整備整備がががが
求求求求められておりますがめられておりますがめられておりますがめられておりますが、、、、県県県県のののの方針方針方針方針をおをおをおをお伺伺伺伺いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

((((5555)))) 与那国与那国与那国与那国におけるにおけるにおけるにおける情報通信網情報通信網情報通信網情報通信網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

ｱｱｱｱ 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける情報通信網情報通信網情報通信網情報通信網のののの整備整備整備整備はははは、、、、地域格差是正地域格差是正地域格差是正地域格差是正をををを解消解消解消解消するするするする大大大大きなきなきなきな手段手段手段手段でありますでありますでありますであります。。。。
そこでそこでそこでそこで、、、、与那国町与那国町与那国町与那国町のののの情報通信網整備情報通信網整備情報通信網整備情報通信網整備のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして高速回線高速回線高速回線高速回線のののの光光光光ファイバーファイバーファイバーファイバーをををを石垣島石垣島石垣島石垣島かかかか
らららら与那国島敷設与那国島敷設与那国島敷設与那国島敷設によるによるによるによる情報通信格差是正情報通信格差是正情報通信格差是正情報通信格差是正がががが求求求求められていますがめられていますがめられていますがめられていますが、、、、県県県県のののの方針方針方針方針をおをおをおをお伺伺伺伺いいいいいいいい
たしたいたしたいたしたいたしたい。。。。

((((6666)))) 県立八重山病院整備基本構想及県立八重山病院整備基本構想及県立八重山病院整備基本構想及県立八重山病院整備基本構想及びびびび基本計画基本計画基本計画基本計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 早期早期早期早期のののの供用開始供用開始供用開始供用開始をををを目指目指目指目指しているしているしているしている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移設新築移転建設事業移設新築移転建設事業移設新築移転建設事業移設新築移転建設事業についてについてについてについて、、、、
これまでこれまでこれまでこれまで老朽度調査老朽度調査老朽度調査老朽度調査もももも終終終終えてえてえてえて場所場所場所場所もももも決定決定決定決定していますがしていますがしていますがしていますが、、、、工事工事工事工事のののの着手着手着手着手にににに向向向向けけけけ基本構想基本構想基本構想基本構想やややや
基本計画基本計画基本計画基本計画のののの立立立立ちちちち上上上上げやげやげやげや進進進進状況状況状況状況、、、、実行力実行力実行力実行力のののの決意決意決意決意をおをおをおをお示示示示しししし願願願願いますいますいますいます。。。。

2222 産業振興産業振興産業振興産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農振除外問題農振除外問題農振除外問題農振除外問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 石垣市石垣市石垣市石垣市ではではではでは、、、、最近最近最近最近、、、、農業振興地域整備計画農業振興地域整備計画農業振興地域整備計画農業振興地域整備計画のののの総合見直総合見直総合見直総合見直しがしがしがしが行行行行われたがわれたがわれたがわれたが、、、、新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港
がががが開港開港開港開港しししし、、、、多多多多くのくのくのくの観光客観光客観光客観光客をををを取取取取りりりり込込込込みみみみ今後今後今後今後のののの地域振興地域振興地域振興地域振興をををを図図図図るためにはるためにはるためにはるためにはリゾートリゾートリゾートリゾート開発開発開発開発をををを進進進進めめめめ
るるるる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。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、島島島島のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが農振農用地農振農用地農振農用地農振農用地となっておりとなっておりとなっておりとなっており大規模開大規模開大規模開大規模開
発発発発ができないができないができないができない。。。。地元地元地元地元ではではではでは幾幾幾幾つかつかつかつか開発開発開発開発のののの計画計画計画計画がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、農用地区域農用地区域農用地区域農用地区域からのからのからのからの除外除外除外除外がががが可可可可
能能能能かかかか。。。。

((((2222)))) 農業用水農業用水農業用水農業用水のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 新空港新空港新空港新空港のののの開港開港開港開港にににに伴伴伴伴いいいい地域産業地域産業地域産業地域産業のののの活性化活性化活性化活性化がががが期待期待期待期待されているされているされているされている中中中中、、、、社会基盤社会基盤社会基盤社会基盤のののの基礎基礎基礎基礎となるとなるとなるとなる上上上上
水水水水のののの需要増加需要増加需要増加需要増加がががが見込見込見込見込まれまれまれまれ、、、、農業用農業用農業用農業用ダムダムダムダムのののの底原底原底原底原ダムダムダムダムのののの上水利活用上水利活用上水利活用上水利活用がががが求求求求められておりますめられておりますめられておりますめられております
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がががが、、、、県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお示示示示しししし願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 円高円高円高円高、、、、原油高原油高原油高原油高によるによるによるによる飼料高騰飼料高騰飼料高騰飼料高騰についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 円高円高円高円高によるによるによるによる原油高騰原油高騰原油高騰原油高騰ででででガソリンガソリンガソリンガソリン等等等等さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな輸入品輸入品輸入品輸入品がががが値上値上値上値上がりしておりますがりしておりますがりしておりますがりしております。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも
牛牛牛牛のののの飼料代飼料代飼料代飼料代はははは大幅大幅大幅大幅なななな値上値上値上値上がりとなりがりとなりがりとなりがりとなり畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家にににに大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。八重山八重山八重山八重山にににに
おけるおけるおけるおける基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業でもあるでもあるでもあるでもある畜産業畜産業畜産業畜産業のののの振興発展振興発展振興発展振興発展をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、飼料代金飼料代金飼料代金飼料代金にににに対対対対するするするする新新新新たなたなたなたな
助成事業助成事業助成事業助成事業をををを導入導入導入導入することはできないのかおすることはできないのかおすることはできないのかおすることはできないのかお伺伺伺伺いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

((((4444)))) 竹富町小浜島竹富町小浜島竹富町小浜島竹富町小浜島へのへのへのへの農業用水整備農業用水整備農業用水整備農業用水整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの小浜島小浜島小浜島小浜島はははは観光地観光地観光地観光地としてとしてとしてとして発展発展発展発展していますがしていますがしていますがしていますが、、、、産業産業産業産業のののの基盤基盤基盤基盤はははは農業農業農業農業でありますでありますでありますであります。。。。しかしかしかしか
しししし、、、、水不足水不足水不足水不足がががが大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、農業用水整備事業農業用水整備事業農業用水整備事業農業用水整備事業のののの導入導入導入導入がががが求求求求められておりまめられておりまめられておりまめられておりま
すすすす。。。。西表島西表島西表島西表島からからからから農業用水農業用水農業用水農業用水をををを導入導入導入導入するするするする計画計画計画計画についてについてについてについて県県県県のののの方針方針方針方針をををを御説明願御説明願御説明願御説明願いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 国営土地改良事業国営土地改良事業国営土地改良事業国営土地改良事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 石垣島石垣島石垣島石垣島におけるにおけるにおけるにおける土地改良事業土地改良事業土地改良事業土地改良事業についてはについてはについてはについては国国国国のののの直轄事業直轄事業直轄事業直轄事業でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、現在現在現在現在のののの状況状況状況状況とととと見見見見
通通通通しについてしについてしについてしについて説明説明説明説明をををを願願願願いますいますいますいます。。。。

3333 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題についてについてについてについて

((((1111)))) 海保巡視船監視活動海保巡視船監視活動海保巡視船監視活動海保巡視船監視活動にににに伴伴伴伴うううう燃料補給問題燃料補給問題燃料補給問題燃料補給問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島においてにおいてにおいてにおいて中国公船中国公船中国公船中国公船とととと海保巡視船海保巡視船海保巡視船海保巡視船とのとのとのとの領海侵犯領海侵犯領海侵犯領海侵犯をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる監視活動監視活動監視活動監視活動はははは日日日日々、々、々、々、マスマスマスマス
コミコミコミコミ報道報道報道報道でででで御承知御承知御承知御承知のとおりでありますがのとおりでありますがのとおりでありますがのとおりでありますが、、、、海保巡視船海保巡視船海保巡視船海保巡視船のののの基地基地基地基地となるとなるとなるとなる石垣港石垣港石垣港石垣港ではではではでは連日巡視連日巡視連日巡視連日巡視
船船船船がががが給油作業給油作業給油作業給油作業をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。給油給油給油給油するためのするためのするためのするための石垣港石垣港石垣港石垣港にはにはにはには民間企業民間企業民間企業民間企業ののののタンクタンクタンクタンクがががが整備整備整備整備
されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、大量大量大量大量のののの給油給油給油給油にににに間間間間にににに合合合合わすことができずにわすことができずにわすことができずにわすことができずに、、、、八重山漁協八重山漁協八重山漁協八重山漁協のののの漁船用漁船用漁船用漁船用のののの燃燃燃燃
料料料料でででで対応対応対応対応するようなするようなするようなするような事態事態事態事態にににに陥陥陥陥っているっているっているっている現状現状現状現状がありますがありますがありますがあります。。。。これではこれではこれではこれでは巡視船巡視船巡視船巡視船によるによるによるによる監視活動監視活動監視活動監視活動
にににに支障支障支障支障がががが出出出出ることはることはることはることは明明明明らかでありますらかでありますらかでありますらかであります。。。。県県県県はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを把握把握把握把握しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、今後今後今後今後どどどど
のようにのようにのようにのように対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか、、、、燃料燃料燃料燃料タンクタンクタンクタンク整備整備整備整備にににに向向向向けてのけてのけてのけての対応策対応策対応策対応策をおをおをおをお示示示示しししし願願願願いたいといたいといたいといたいと存存存存じますじますじますじます。。。。

((((2222)))) 尖閣漁業権尖閣漁業権尖閣漁業権尖閣漁業権についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 尖閣諸島周辺海域尖閣諸島周辺海域尖閣諸島周辺海域尖閣諸島周辺海域のののの漁業権漁業権漁業権漁業権をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの漁業協議漁業協議漁業協議漁業協議についてについてについてについて台湾側台湾側台湾側台湾側にににに有利有利有利有利なななな条条条条
件件件件がががが提示提示提示提示されされされされ、、、、県内漁民県内漁民県内漁民県内漁民にににに不利益不利益不利益不利益をををを与与与与えることがえることがえることがえることが予想予想予想予想されますされますされますされます。。。。外務省外務省外務省外務省によるによるによるによる一方的一方的一方的一方的なななな
国益論国益論国益論国益論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応対応対応対応するのかするのかするのかするのか、、、、御見解御見解御見解御見解をををを賜賜賜賜りますりますりますります。。。。

ｲｲｲｲ 漁業者漁業者漁業者漁業者のののの支援支援支援支援のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの活用活用活用活用がががが可能可能可能可能かかかか。。。。

4444 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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 20202020分分分分 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（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 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興についてについてについてについて
　　　　平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの予算額予算額予算額予算額がががが復帰後最高額復帰後最高額復帰後最高額復帰後最高額のののの6988698869886988億円億円億円億円となっていることにとなっていることにとなっていることにとなっていることに、、、、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
のののの目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた確確確確かなかなかなかな手応手応手応手応えとえとえとえと大大大大きなきなきなきな可能性可能性可能性可能性をををを実感実感実感実感しておりますしておりますしておりますしております。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの努力努力努力努力
とととと手腕手腕手腕手腕はははは県民県民県民県民がひとしくがひとしくがひとしくがひとしく評価評価評価評価しているところでありしているところでありしているところでありしているところであり、、、、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のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策
展開展開展開展開にににに県民県民県民県民のののの期待期待期待期待がががが集集集集まっていますまっていますまっていますまっています。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 新沖縄振興法施行新沖縄振興法施行新沖縄振興法施行新沖縄振興法施行２２２２年目年目年目年目にしてにしてにしてにして、、、、内閣府沖縄関係予算内閣府沖縄関係予算内閣府沖縄関係予算内閣府沖縄関係予算のののの3001300130013001億円億円億円億円がががが上積上積上積上積みみみみ確保確保確保確保されされされされ
6988698869886988億円億円億円億円のののの予算編成予算編成予算編成予算編成となったとなったとなったとなった。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見とととと自立経済自立経済自立経済自立経済・・・・振興振興振興振興にかけるにかけるにかけるにかける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)))) 沖縄特例沖縄特例沖縄特例沖縄特例としてのとしてのとしてのとしての一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度はははは、、、、国国国国、、、、他府県他府県他府県他府県からからからから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。。。。投資効果投資効果投資効果投資効果、、、、
費用対効果等成果費用対効果等成果費用対効果等成果費用対効果等成果がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 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
　　　　離島離島離島離島ののののユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスユニバーサルサービスをををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで、、、、インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備やややや交通費交通費交通費交通費・・・・物流物流物流物流コストコストコストコストのののの低減化低減化低減化低減化
はははは離島住民離島住民離島住民離島住民がががが直面直面直面直面するするするする最大最大最大最大のののの重要課題重要課題重要課題重要課題であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは、「、「、「、「離島振興離島振興離島振興離島振興なくしてなくしてなくしてなくして沖縄沖縄沖縄沖縄のののの振興発展振興発展振興発展振興発展はないはないはないはない」」」」とととと離島振興離島振興離島振興離島振興をををを公約公約公約公約のののの重要課題重要課題重要課題重要課題としてとしてとしてとして
おりますおりますおりますおります。。。。平成平成平成平成25252525年度予算年度予算年度予算年度予算のののの離島振興離島振興離島振興離島振興にににに係係係係るるるる重点施策重点施策重点施策重点施策とととと知事知事知事知事のののの離島振興離島振興離島振興離島振興にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ決決決決
意意意意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 離島医療離島医療離島医療離島医療のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて
　　　　離島住民離島住民離島住民離島住民はははは、、、、放射線治療放射線治療放射線治療放射線治療ややややＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ検査等検査等検査等検査等のののの高度医療高度医療高度医療高度医療はははは沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島などなどなどなど島外島外島外島外のののの医療機関医療機関医療機関医療機関
にににに頼頼頼頼っていますっていますっていますっています。。。。島外島外島外島外でででで治療治療治療治療するするするする患者患者患者患者やややや付付付付きききき添添添添いいいい家族家族家族家族のののの旅費旅費旅費旅費やややや滞在費等滞在費等滞在費等滞在費等のののの支援支援支援支援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、、、、対処策対処策対処策対処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。。。。

((((3333)))) 離島圏離島圏離島圏離島圏のののの教育費教育費教育費教育費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
　　　　離島圏離島圏離島圏離島圏のののの保護者保護者保護者保護者にとってにとってにとってにとって子育子育子育子育てててて・・・・教育費教育費教育費教育費がががが大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。離島離島離島離島のののの子供子供子供子供たちたちたちたち
がががが経済的要因経済的要因経済的要因経済的要因によりによりによりにより「「「「公平公平公平公平なななな教育機会教育機会教育機会教育機会」」」」がががが妨妨妨妨げられないようげられないようげられないようげられないよう教育教育教育教育にかかるにかかるにかかるにかかる負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図
るべきとるべきとるべきとるべきと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、支援策支援策支援策支援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。。。。

ｱｱｱｱ 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行にかかるにかかるにかかるにかかる経費経費経費経費（（（（団体交通費団体交通費団体交通費団体交通費））））のののの軽減支援策軽減支援策軽減支援策軽減支援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。。。。

ｲｲｲｲ 離島児童生徒離島児童生徒離島児童生徒離島児童生徒のののの各種大会派遣各種大会派遣各種大会派遣各種大会派遣にににに伴伴伴伴うううう航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃についてはについてはについてはについては割引制度割引制度割引制度割引制度がががが必要必要必要必要とととと考考考考えますえますえますえます
がががが、、、、支援策支援策支援策支援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。。。。

ｳｳｳｳ 平成平成平成平成25252525年度予算年度予算年度予算年度予算でででで離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センターセンターセンターセンターのののの実施設計費実施設計費実施設計費実施設計費がががが計上計上計上計上されたがされたがされたがされたが、、、、実施予実施予実施予実施予
定定定定、、、、施設概要施設概要施設概要施設概要、、、、管理運営方法管理運営方法管理運営方法管理運営方法、、、、保護者保護者保護者保護者のののの負担負担負担負担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。。。。

((((4444)))) 農林水産物不利性解消事業農林水産物不利性解消事業農林水産物不利性解消事業農林水産物不利性解消事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本事業本事業本事業本事業のののの品目品目品目品目ごとごとごとごと、、、、地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとの申請状況申請状況申請状況申請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。。。。

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島からからからから本島本島本島本島へのへのへのへの農林水産物輸送費農林水産物輸送費農林水産物輸送費農林水産物輸送費がががが離島農業離島農業離島農業離島農業をををを振興振興振興振興するするするする上上上上でででで大大大大きなきなきなきな支障支障支障支障となっていとなっていとなっていとなってい
るるるる。。。。市町村裁量市町村裁量市町村裁量市町村裁量ででででソフトソフトソフトソフト交付金交付金交付金交付金をををを活用活用活用活用できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 水納島水納島水納島水納島（（（（多良間村多良間村多良間村多良間村））））のののの連絡船連絡船連絡船連絡船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
　　　　住民住民住民住民のののの定住化定住化定住化定住化、、、、生活生活生活生活のののの利便性利便性利便性利便性、、、、畜産業畜産業畜産業畜産業、、、、観光観光観光観光のののの振興等振興等振興等振興等からからからから連絡船連絡船連絡船連絡船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伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

3333 漁業振興漁業振興漁業振興漁業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 日日日日・・・・台漁業協議台漁業協議台漁業協議台漁業協議がががが譲歩案譲歩案譲歩案譲歩案でででで進進進進められようとしているめられようとしているめられようとしているめられようとしている報道報道報道報道があったががあったががあったががあったが、、、、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。。。。まままま
たたたた、、、、県県県県のののの尖閣漁業資源尖閣漁業資源尖閣漁業資源尖閣漁業資源のののの活用活用活用活用とととと漁業振興策漁業振興策漁業振興策漁業振興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)))) 久米島久米島久米島久米島、、、、八重山八重山八重山八重山、、、、宮古宮古宮古宮古のののの漁業者漁業者漁業者漁業者がががが尖閣漁場尖閣漁場尖閣漁場尖閣漁場でのでのでのでの操業操業操業操業をををを自粛自粛自粛自粛しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、現状現状現状現状とととと漁漁漁漁
業者業者業者業者のののの支援策支援策支援策支援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。。。。
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4444 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび残地残地残地残地のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて
　　　　伊良部住民伊良部住民伊良部住民伊良部住民はははは、「、「、「、「下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの機能活用機能活用機能活用機能活用」」」」とそのとそのとそのとその「「「「広大広大広大広大なななな未利用地未利用地未利用地未利用地をををを活用活用活用活用したしたしたした地域振興地域振興地域振興地域振興」」」」
にににに大大大大きなきなきなきな期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せていますがせていますがせていますがせていますが、、、、いまだにいまだにいまだにいまだに実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある振興策振興策振興策振興策がががが示示示示されていませんされていませんされていませんされていません。。。。

((((1111)))) 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび背後地背後地背後地背後地のののの利活用協議会利活用協議会利活用協議会利活用協議会のののの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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港ののののＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬ撤退撤退撤退撤退にににに関関関関するするするする調停状況調停状況調停状況調停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。。。。またまたまたまたＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬ・・・・ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡのののの撤退撤退撤退撤退のののの動向動向動向動向とととと
管理上管理上管理上管理上のののの課題課題課題課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。。。。

((((3333)))) 国際災害支援拠点基地国際災害支援拠点基地国際災害支援拠点基地国際災害支援拠点基地、、、、航空機整備基地航空機整備基地航空機整備基地航空機整備基地としてとしてとしてとして利活用利活用利活用利活用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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 宮古広域県営公園整備宮古広域県営公園整備宮古広域県営公園整備宮古広域県営公園整備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年度年度年度年度、、、、県単調査費県単調査費県単調査費県単調査費がががが計上計上計上計上されたがされたがされたがされたが、、、、調査概要調査概要調査概要調査概要とととと次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降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
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 宮古圏域宮古圏域宮古圏域宮古圏域のののの観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 外国観光客受外国観光客受外国観光客受外国観光客受けけけけ入入入入れにはれにはれにはれには宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港のののの国際国際国際国際ターミナルターミナルターミナルターミナル・・・・ＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱのののの整備整備整備整備がががが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、、、、整整整整
備予定備予定備予定備予定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)))) 宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港のののの補助滑走路補助滑走路補助滑走路補助滑走路のののの整備計画整備計画整備計画整備計画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。。。。

((((3333)))) スカイマークスカイマークスカイマークスカイマークがががが宮古宮古宮古宮古にににに参入参入参入参入したことによるしたことによるしたことによるしたことによる波及効果波及効果波及効果波及効果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。。。。またまたまたまた、、、、スカイマークスカイマークスカイマークスカイマーク
のののの運休運休運休運休がががが報道報道報道報道されたがされたがされたがされたが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 ラムサールラムサールラムサールラムサール条約登録湿地条約登録湿地条約登録湿地条約登録湿地（（（（与那覇湾与那覇湾与那覇湾与那覇湾））））のののの再生及再生及再生及再生及びびびび多角的活用多角的活用多角的活用多角的活用についてについてについてについて

((((1111)))) 与那覇湾与那覇湾与那覇湾与那覇湾はははは、、、、24242424年度年度年度年度、、、、ラムサールラムサールラムサールラムサール条約条約条約条約にににに登録登録登録登録されておりされておりされておりされており、、、、広大広大広大広大なななな湿地湿地湿地湿地のののの再生再生再生再生・・・・保全保全保全保全をををを初初初初
めめめめ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活用活用活用活用がががが望望望望まれているがまれているがまれているがまれているが、、、、県県県県のののの支援策支援策支援策支援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。。。。

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
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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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 20202020分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（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 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの沖縄集中沖縄集中沖縄集中沖縄集中のののの歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄にににに集中集中集中集中したしたしたした理由理由理由理由をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

3333 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの役割役割役割役割はははは何何何何かかかか。。。。

4444 在沖海兵隊基地在沖海兵隊基地在沖海兵隊基地在沖海兵隊基地のののの役割役割役割役割はははは何何何何かかかか。。。。

5555 在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの抑止力抑止力抑止力抑止力とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

6666 在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

7777 日米安保体制日米安保体制日米安保体制日米安保体制はははは片務的片務的片務的片務的かかかか双務的双務的双務的双務的かかかか。。。。

8888 在日米軍在日米軍在日米軍在日米軍はははは何何何何のためにあるかのためにあるかのためにあるかのためにあるか。。。。

9999 日本外交日本外交日本外交日本外交はははは防衛問題防衛問題防衛問題防衛問題にににに関関関関しししし、、、、なぜなぜなぜなぜ対米追従対米追従対米追従対米追従かかかか。。。。

10101010 駐留軍経費駐留軍経費駐留軍経費駐留軍経費のののの日本側負担額日本側負担額日本側負担額日本側負担額はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

11111111 アジアアジアアジアアジア太平洋地域太平洋地域太平洋地域太平洋地域におけるにおけるにおけるにおける海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの訓練形態訓練形態訓練形態訓練形態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

12121212 普天間問題普天間問題普天間問題普天間問題のののの解決方法解決方法解決方法解決方法はははは県県県県がががが米国米国米国米国とととと直接交渉直接交渉直接交渉直接交渉すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか（（（（日本政府日本政府日本政府日本政府はははは当当当当てにならなてにならなてにならなてにならな
いいいい）。）。）。）。

13131313 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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 20202020分分分分 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（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基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢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年度沖縄関係予算年度沖縄関係予算年度沖縄関係予算年度沖縄関係予算についてについてについてについて知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 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についてについてについてについて、、、、工期短縮工期短縮工期短縮工期短縮とととと初年度初年度初年度初年度（（（（25252525年年年年））））予算予算予算予算130130130130億円億円億円億円がががが計上計上計上計上されされされされ
たことへのたことへのたことへのたことへの知事知事知事知事のののの感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 今回今回今回今回のののの予算編成過程予算編成過程予算編成過程予算編成過程においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「自民党沖縄振興調査会自民党沖縄振興調査会自民党沖縄振興調査会自民党沖縄振興調査会」」」」のののの川口順子会長川口順子会長川口順子会長川口順子会長をををを初初初初めめめめ「「「「美美美美らららら
島議連島議連島議連島議連」」」」のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが本県本県本県本県のためにのためにのためにのために政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして大大大大きなきなきなきな影響力影響力影響力影響力をををを行使行使行使行使したことをどうしたことをどうしたことをどうしたことをどう評価評価評価評価しししし
ているかているかているかているか、、、、所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県内県内県内県内「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業」」」」振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 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うるまうるまうるまうるま地区地区地区地区におけるにおけるにおけるにおける企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致とととと雇用雇用雇用雇用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伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 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うるまうるまうるまうるま地区地区地区地区におけるにおけるにおけるにおける企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて県県県県
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をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり」」」」をををを支支支支えるえるえるえるサポーティングサポーティングサポーティングサポーティング産業産業産業産業がががが大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待されるがされるがされるがされるが現状現状現状現状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伺伺伺伺
うううう。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県のののの「「「「ものづくりものづくりものづくりものづくり」」」」産業産業産業産業のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる振興発展振興発展振興発展振興発展はははは、、、、自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済のののの構築構築構築構築のためにはのためにはのためにはのためには必要不可必要不可必要不可必要不可
欠欠欠欠でありでありでありであり、、、、県県県県のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと基本構想基本構想基本構想基本構想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 農林水産業行政農林水産業行政農林水産業行政農林水産業行政についてについてについてについて

((((1111)))) 台風被害対策台風被害対策台風被害対策台風被害対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平成平成平成平成24242424年年年年８８８８月月月月からからからから９９９９月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて相次相次相次相次いでいでいでいで襲来襲来襲来襲来したしたしたした台風台風台風台風はははは、、、、本県農林水産業本県農林水産業本県農林水産業本県農林水産業にににに大大大大きなきなきなきな被被被被
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。。。。県県県県のののの台風台風台風台風にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの内容内容内容内容、、、、実績実績実績実績についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 被災者被災者被災者被災者のののの経営負担経営負担経営負担経営負担をををを軽減軽減軽減軽減するためのするためのするためのするための制度制度制度制度としてとしてとしてとして農業共済制度農業共済制度農業共済制度農業共済制度があるががあるががあるががあるが、、、、農業共済農業共済農業共済農業共済でのでのでのでの
対応状況対応状況対応状況対応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。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度からからからから開始開始開始開始しているしているしているしている沖縄型農業共済制度沖縄型農業共済制度沖縄型農業共済制度沖縄型農業共済制度
推進事業推進事業推進事業推進事業のののの進進進進状況状況状況状況とととと事業効果事業効果事業効果事業効果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。。。。

((((2222)))) 農林水産物不利性解消事業農林水産物不利性解消事業農林水産物不利性解消事業農林水産物不利性解消事業についてについてについてについて
　　　　本県本県本県本県のののの農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの最大最大最大最大のののの課題課題課題課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出荷輸送費出荷輸送費出荷輸送費出荷輸送費についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度からからからから一一一一
括交付金括交付金括交付金括交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして輸送費支援輸送費支援輸送費支援輸送費支援をををを実施実施実施実施しているがしているがしているがしているが、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度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たいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ行政行政行政行政についてについてについてについて
　　　　近年近年近年近年、、、、相次相次相次相次ぐぐぐぐ台風台風台風台風やややや病害虫病害虫病害虫病害虫のののの被害被害被害被害によりによりによりにより本県本県本県本県ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ産業産業産業産業がががが不安定不安定不安定不安定となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、
農家農家農家農家においてはにおいてはにおいてはにおいてはサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ産業産業産業産業へのへのへのへの意欲低下意欲低下意欲低下意欲低下がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、自民党農林部自民党農林部自民党農林部自民党農林部
会会会会においてにおいてにおいてにおいて2013201320132013年産年産年産年産サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ価格価格価格価格がががが引引引引きききき上上上上げられるとともにげられるとともにげられるとともにげられるとともに、、、、増産目的増産目的増産目的増産目的のののの基金基金基金基金がががが創設創設創設創設ささささ
れたれたれたれた。。。。支援内容支援内容支援内容支援内容ととととサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ農家手取農家手取農家手取農家手取りりりり額額額額についてについてについてについて聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。

((((4444)))) 畜産行政畜産行政畜産行政畜産行政についてについてについてについて
　ＢＳＥ　ＢＳＥ　ＢＳＥ　ＢＳＥ対策対策対策対策としてとしてとしてとして実施実施実施実施されているされているされているされている米国産牛肉輸入規制米国産牛肉輸入規制米国産牛肉輸入規制米国産牛肉輸入規制がががが緩和緩和緩和緩和されるとのことだがされるとのことだがされるとのことだがされるとのことだが、、、、輸入規輸入規輸入規輸入規
制制制制がががが月齢月齢月齢月齢20202020カカカカ月以下月以下月以下月以下からからからから30303030カカカカ月以下月以下月以下月以下にににに緩和緩和緩和緩和されることでされることでされることでされることで本県本県本県本県へのへのへのへの影響影響影響影響はどうなるかおはどうなるかおはどうなるかおはどうなるかお聞聞聞聞
きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((5555)))) 人人人人・・・・農地問題農地問題農地問題農地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農業農業農業農業・・・・農村農村農村農村をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは、、、、農業者農業者農業者農業者のののの減少減少減少減少・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足、、、、耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの増加増加増加増加
などのなどのなどのなどの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えているがえているがえているがえているが、、、、人人人人・・・・農地問題農地問題農地問題農地問題をををを解決解決解決解決するためのするためのするためのするための「「「「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」作作作作
成成成成のののの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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ またまたまたまた、「、「、「、「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」作成作成作成作成にににに関連関連関連関連しししし、、、、青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金青年就農給付金のののの内容内容内容内容とととと受給対象者受給対象者受給対象者受給対象者はどのようはどのようはどのようはどのよう
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になっているかになっているかになっているかになっているか。。。。

((((6666)))) 農業基盤整備農業基盤整備農業基盤整備農業基盤整備についてについてについてについて
　　　　これまでうるまこれまでうるまこれまでうるまこれまでうるま市津堅島市津堅島市津堅島市津堅島においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、かんがいかんがいかんがいかんがい施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴いかんがいいかんがいいかんがいいかんがい用水用水用水用水のののの確確確確
保保保保がががが困難困難困難困難なななな状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。島島島島のののの農業生産振興農業生産振興農業生産振興農業生産振興のためにはのためにはのためにはのためには、、、、早急早急早急早急なかんがいなかんがいなかんがいなかんがい施設施設施設施設のののの整備整備整備整備がががが
必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、現在現在現在現在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についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 漁港漁港漁港漁港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
　　　　うるまうるまうるまうるま市管内市管内市管内市管内でででで整備整備整備整備をををを進進進進めているめているめているめている浜漁港浜漁港浜漁港浜漁港とととと比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港比嘉漁港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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) ウニウニウニウニ・・・・アワビアワビアワビアワビ・・・・ナマコナマコナマコナマコのののの養殖養殖養殖養殖についてについてについてについて県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 中部地区道路整備中部地区道路整備中部地区道路整備中部地区道路整備についてについてについてについて

((((1111)))) 中部地域中部地域中部地域中部地域におけるにおけるにおけるにおける伊計伊計伊計伊計・・・・平良川線平良川線平良川線平良川線のののの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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 与勝半島一周道路与勝半島一周道路与勝半島一周道路与勝半島一周道路についてについてについてについて、、、、県県県県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をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県道県道県道県道37373737号線号線号線号線でのでのでのでの照間漁港区間照間漁港区間照間漁港区間照間漁港区間のののの歩道整備計画歩道整備計画歩道整備計画歩道整備計画についてについてについてについて所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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)))) 離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 長年離島地域長年離島地域長年離島地域長年離島地域からからからから要望要望要望要望のあったのあったのあったのあった寄宿舎機能寄宿舎機能寄宿舎機能寄宿舎機能をををを持持持持つつつつ「「「「離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））がががが
いよいよいよいよいよいよいよいよ実現実現実現実現にににに向向向向けてよりけてよりけてよりけてより具体的具体的具体的具体的にににに計画計画計画計画がががが進進進進められておりますがめられておりますがめられておりますがめられておりますが、、、、これからのこれからのこれからのこれから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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「離島離島離島離島・・・・高校生就学支援事業高校生就学支援事業高校生就学支援事業高校生就学支援事業」」」」がががが文科省文科省文科省文科省のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして実施実施実施実施されているがされているがされているがされているが概要概要概要概要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)))) 通学路通学路通学路通学路のののの安全対策安全対策安全対策安全対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 車社会車社会車社会車社会とととと言言言言われるわれるわれるわれる本県本県本県本県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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 通学路問題通学路問題通学路問題通学路問題でででで、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村ののののホームページホームページホームページホームページ等等等等でででで具体的具体的具体的具体的なななな対応策対応策対応策対応策とととと危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所をををを示示示示したしたしたした地地地地
図図図図をををを公表公表公表公表しているしているしているしている他県他県他県他県のののの例例例例がががが紹介紹介紹介紹介されているがされているがされているがされているが、、、、本県本県本県本県ののの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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 文科省文科省文科省文科省、、、、警察庁警察庁警察庁警察庁、、、、国交省国交省国交省国交省、、、、３３３３省庁省庁省庁省庁のののの調査調査調査調査にににに基基基基づいてのづいてのづいてのづいての危険箇所危険箇所危険箇所危険箇所だがだがだがだが、、、、警察警察警察警察とのとのとのとの連携連携連携連携はははは
どうかどうかどうかどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 「「「「いじめいじめいじめいじめ」「」「」「」「体罰体罰体罰体罰」」」」問題問題問題問題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現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの緊急調査緊急調査緊急調査緊急調査のののの結果結果結果結果、、、、問題意識問題意識問題意識問題意識のののの高高高高まりでまりでまりでまりで報告件数報告件数報告件数報告件数がががが急増急増急増急増したとのしたとのしたとのしたとの見方見方見方見方もあもあもあもあ
るがるがるがるが「「「「いじめいじめいじめいじめ」「」「」「」「体罰体罰体罰体罰」」」」のののの調査調査調査調査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教育長教育長教育長教育長・・・・教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 学校評価制度学校評価制度学校評価制度学校評価制度がががが「「「「いじめいじめいじめいじめ」「」「」「」「体罰体罰体罰体罰」」」」問題問題問題問題のののの真相究明真相究明真相究明真相究明をするをするをするをする中中中中でででで隠蔽体質隠蔽体質隠蔽体質隠蔽体質につながっていにつながっていにつながっていにつながってい
るとのるとのるとのるとの指摘指摘指摘指摘もあるがもあるがもあるがもあるが意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 最最最最もももも児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの身近身近身近身近にいるにいるにいるにいる担任担任担任担任をををを、、、、共同担任制共同担任制共同担任制共同担任制にすることについてにすることについてにすることについてにすることについて考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｵｵｵｵ 第三者機関第三者機関第三者機関第三者機関のののの設置等設置等設置等設置等がががが提言提言提言提言されているがされているがされているがされているが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。。。。

((((4444)))) ゼロゼロゼロゼロ校時校時校時校時（（（（早朝講座早朝講座早朝講座早朝講座））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県内高校県内高校県内高校県内高校のののの学校現場学校現場学校現場学校現場でででで、、、、いまだいまだいまだいまだ混乱混乱混乱混乱がががが続続続続いているがこれまでのいているがこれまでのいているがこれまでのいているがこれまでの経過報告経過報告経過報告経過報告をををを願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ なぜなぜなぜなぜゼロゼロゼロゼロ校時校時校時校時がががが必要必要必要必要かかかか教育長教育長教育長教育長・・・・教育委員長教育委員長教育委員長教育委員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。。。。

ｳｳｳｳ ゼロゼロゼロゼロ校時校時校時校時をををを担当担当担当担当したしたしたした教師教師教師教師ににににアンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とととと使用目的使用目的使用目的使用目的についについについについ
てててて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 解決策解決策解決策解決策としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような対応対応対応対応がなされたかがなされたかがなされたかがなされたか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育についてについてについてについて
　「　「　「　「教育教育教育教育のののの再生再生再生再生」」」」がががが叫叫叫叫ばれるばれるばれるばれる中中中中、、、、道徳道徳道徳道徳がががが教科教科教科教科になることについてになることについてになることについてになることについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 20202020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年度一般会計予算及年度一般会計予算及年度一般会計予算及年度一般会計予算及びびびび補正予算補正予算補正予算補正予算、、、、国国国国のののの沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算（（（（3001300130013001億円億円億円億円））））についてについてについてについて

((((1111)))) 評価評価評価評価。。。。

((((2222)))) 執行体制執行体制執行体制執行体制。。。。

((((3333)))) 効果効果効果効果。。。。

2222 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についてについてについてについて

((((1111)))) 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評価評価評価評価。。。。

((((2222)))) 継続継続継続継続していくためのしていくためのしていくためのしていくための県県県県ののののチェックチェックチェックチェック体制体制体制体制。。。。

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの鉄軌道構想鉄軌道構想鉄軌道構想鉄軌道構想についてについてについてについて

((((1111)))) 調査研究調査研究調査研究調査研究からからからから具体的具体的具体的具体的なななな構想策定構想策定構想策定構想策定のめどのめどのめどのめど。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成33333333年度年度年度年度までのまでのまでのまでの沖縄振興計画期間内沖縄振興計画期間内沖縄振興計画期間内沖縄振興計画期間内におけるにおけるにおけるにおける着工着工着工着工についてについてについてについて

((((3333)))) 鉄軌道構想鉄軌道構想鉄軌道構想鉄軌道構想はははは、、、、政治決断政治決断政治決断政治決断によってしかによってしかによってしかによってしか実現実現実現実現しないとしないとしないとしないと考考考考えるえるえるえる。。。。そのそのそのそ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。。。。

4444 地域地域地域地域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)))) 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。。。。

((((2222)))) 県道県道県道県道224224224224号線拡幅整備号線拡幅整備号線拡幅整備号線拡幅整備のののの進進進進。。。。

((((3333)))) 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ルートルートルートルートのののの設定設定設定設定。。。。

5555 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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 20202020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 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級についてはについてはについてはについては年次年次年次年次ごとにごとにごとにごとに推進推進推進推進するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 学力向上学力向上学力向上学力向上はははは少人数指導少人数指導少人数指導少人数指導がががが最大最大最大最大のののの効果効果効果効果をををを上上上上げるとげるとげるとげると考考考考えるえるえるえる。。。。加配教員加配教員加配教員加配教員のののの配置状況配置状況配置状況配置状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 生徒指導体制生徒指導体制生徒指導体制生徒指導体制のののの加配教員加配教員加配教員加配教員ととととスクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーのののの配置状況配置状況配置状況配置状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 座間味座間味座間味座間味、、、、渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷、、、、粟国粟国粟国粟国、、、、渡名喜村渡名喜村渡名喜村渡名喜村などなどなどなど離島離島離島離島のののの指導主事配置状況指導主事配置状況指導主事配置状況指導主事配置状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 外国語教育外国語教育外国語教育外国語教育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、、、、国際交流拠点国際交流拠点国際交流拠点国際交流拠点としてとしてとしてとして本県本県本県本県がががが発展発展発展発展するにはするにはするにはするには、、、、国際性豊国際性豊国際性豊国際性豊かかかか
なななな人材育成人材育成人材育成人材育成がががが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。特特特特にににに英語英語英語英語やややや中国語等中国語等中国語等中国語等はははは経済交流経済交流経済交流経済交流、、、、観光交流観光交流観光交流観光交流にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな人材人材人材人材
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うううう。。。。

((((3333)))) 高等学校編成整備計画高等学校編成整備計画高等学校編成整備計画高等学校編成整備計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校とととと南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校はははは、、、、産業人材産業人材産業人材産業人材のののの専門性専門性専門性専門性をををを深深深深めるものとしてめるものとしてめるものとしてめるものとして必要必要必要必要でででで、、、、南部南部南部南部
総合実業高校総合実業高校総合実業高校総合実業高校としてのとしてのとしてのとしての統合統合統合統合はははは長期的長期的長期的長期的にににに十分十分十分十分なななな議論議論議論議論をすべきであるをすべきであるをすべきであるをすべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 久米島高校久米島高校久米島高校久米島高校のののの園芸科存続園芸科存続園芸科存続園芸科存続についてについてについてについて、、、、学校学校学校学校はははは食品製造食品製造食品製造食品製造コースコースコースコースをををを置置置置きききき、、、、６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化をををを想定想定想定想定
したしたしたした魅力魅力魅力魅力あるあるあるある学科再編学科再編学科再編学科再編をををを考考考考えているえているえているえている。。。。県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁はははは支援支援支援支援すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

2222 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減についてについてについてについて

((((1111)))) 東京行動東京行動東京行動東京行動でででで、、、、本土本土本土本土のののの温度差温度差温度差温度差をををを強強強強くくくく感感感感じたじたじたじた。。。。国国国国のののの安全保障安全保障安全保障安全保障はははは日本全体日本全体日本全体日本全体でひとしくでひとしくでひとしくでひとしく負担負担負担負担すべすべすべすべ
きだきだきだきだ。。。。国民国民国民国民のののの意識改革意識改革意識改革意識改革にににに取取取取りりりり組組組組むことがむことがむことがむことが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。県県県県のののの必死必死必死必死のののの交渉交渉交渉交渉もももも、、、、政府政府政府政府をををを動動動動かすにかすにかすにかすに
はまだはまだはまだはまだ力不足力不足力不足力不足をををを感感感感じるじるじるじる。。。。政治政治政治政治をををを動動動動かすためにはかすためにはかすためにはかすためには、、、、国民世論国民世論国民世論国民世論をつくることがをつくることがをつくることがをつくることが重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。
全国全国全国全国のののの世論世論世論世論づくりのためづくりのためづくりのためづくりのため県県県県としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむ考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興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のののの第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平行滑走路平行滑走路平行滑走路平行滑走路はははは、、、、パイロットパイロットパイロットパイロット経験者経験者経験者経験者のののの指摘指摘指摘指摘によるとによるとによるとによると、、、、同時使用同時使用同時使用同時使用するにはするにはするにはするには一定一定一定一定のののの間隔間隔間隔間隔がががが必要必要必要必要
とされるがとされるがとされるがとされるが、、、、認識認識認識認識とととと計画見通計画見通計画見通計画見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ５５５５年余年余年余年余のののの短期間短期間短期間短期間でででで整備整備整備整備するにはするにはするにはするには、、、、本県本県本県本県のののの建設業界建設業界建設業界建設業界がががが最大限最大限最大限最大限にににに参入参入参入参入してしてしてして事業推進事業推進事業推進事業推進にかにかにかにか
かわるべきとかわるべきとかわるべきとかわるべき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とみとみとみと見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本島縦断鉄軌道本島縦断鉄軌道本島縦断鉄軌道本島縦断鉄軌道をををを基軸基軸基軸基軸としたとしたとしたとしたＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ等等等等のののの導入導入導入導入をををを含含含含むむむむ新新新新たなたなたなたな交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワーク整備整備整備整備のののの方向性方向性方向性方向性
とととと事業見通事業見通事業見通事業見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 天然天然天然天然ガスガスガスガス資源資源資源資源のののの試掘試掘試掘試掘によりによりによりによりエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの自給率向上自給率向上自給率向上自給率向上やややや地域産業地域産業地域産業地域産業へのへのへのへの利活用利活用利活用利活用がががが期待期待期待期待されされされされ
るがるがるがるが、、、、地元地元地元地元とのとのとのとの連携連携連携連携のののの可能性可能性可能性可能性などなどなどなど有効活用有効活用有効活用有効活用のののの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)))) 県県県県のののの人口増加計画人口増加計画人口増加計画人口増加計画についてについてについてについて、、、、市町村計画市町村計画市町村計画市町村計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性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。。。。自然増自然増自然増自然増へのへのへのへの取取取取
りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの改善改善改善改善にににに２２２２世帯住宅世帯住宅世帯住宅世帯住宅やややや３３３３世代世帯世代世帯世代世帯世代世帯のののの推進推進推進推進などなどなどなど具体的具体的具体的具体的なななな支援支援支援支援がががが必必必必
要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 不発弾処理不発弾処理不発弾処理不発弾処理についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 推定埋蔵量推定埋蔵量推定埋蔵量推定埋蔵量とととと今後今後今後今後のののの処理計画処理計画処理計画処理計画とととと見通見通見通見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 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度のののの処埋状況処埋状況処埋状況処埋状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 申請申請申請申請からからからから現場処理現場処理現場処理現場処理までのまでのまでのまでの迅速化迅速化迅速化迅速化がががが必要必要必要必要だがだがだがだが、、、、手続手続手続手続のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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

((((1111)))) 畜産業畜産業畜産業畜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
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ｱｱｱｱ 肉用牛生産振興肉用牛生産振興肉用牛生産振興肉用牛生産振興についてについてについてについて県県県県のののの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 乳用牛乳用牛乳用牛乳用牛のののの自家育成自家育成自家育成自家育成、、、、家畜改良家畜改良家畜改良家畜改良センターセンターセンターセンター受託受託受託受託、、、、県外導入県外導入県外導入県外導入のののの実態実態実態実態とととと支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 家畜排家畜排家畜排家畜排せつせつせつせつ物物物物のののの適正適正適正適正なななな処理処理処理処理にににに対対対対するするするする農家支援農家支援農家支援農家支援はどのようにされているかはどのようにされているかはどのようにされているかはどのようにされているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 水産業水産業水産業水産業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 漁場漁場漁場漁場のののの確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、米軍米軍米軍米軍のののの演習水域返還演習水域返還演習水域返還演習水域返還へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 無線機無線機無線機無線機のののの機能向上機能向上機能向上機能向上へのへのへのへの予算措置予算措置予算措置予算措置とととと漁業者漁業者漁業者漁業者やややや漁協漁協漁協漁協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
うううう。。。。

ｳｳｳｳ 漁船漁船漁船漁船がががが大型化大型化大型化大型化したしたしたした奥武漁港奥武漁港奥武漁港奥武漁港のののの船船船船だまりだまりだまりだまり場拡張整備場拡張整備場拡張整備場拡張整備についてについてについてについて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。。。。

ｴｴｴｴ 奥武漁港奥武漁港奥武漁港奥武漁港のおさかなのおさかなのおさかなのおさかな市場市場市場市場、、、、漁具保管修理施設漁具保管修理施設漁具保管修理施設漁具保管修理施設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進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 県管理海野漁港県管理海野漁港県管理海野漁港県管理海野漁港のののの斜路斜路斜路斜路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県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ パヤオパヤオパヤオパヤオ設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、県設置県設置県設置県設置のののの分布状況分布状況分布状況分布状況とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画、、、、漁協漁協漁協漁協のののの流出流出流出流出パヤオパヤオパヤオパヤオのののの補充支補充支補充支補充支
援策援策援策援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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)))) 子育子育子育子育てててて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。。。。

ｱｱｱｱ 放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブのののの実態実態実態実態とととと今後今後今後今後のののの支援事業支援事業支援事業支援事業についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 準要保護児童準要保護児童準要保護児童準要保護児童のののの実態実態実態実態とととと支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 保育士保育士保育士保育士のののの処遇改善策処遇改善策処遇改善策処遇改善策についてについてについてについて

((((2222)))) 高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉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 特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームへのへのへのへの入所入所入所入所をををを希望希望希望希望するするするする高齢者高齢者高齢者高齢者のののの実態実態実態実態についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームのののの増床増床増床増床、、、、新設新設新設新設のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

ｳｳｳｳ 特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームのののの老朽化老朽化老朽化老朽化によるによるによるによる施設整備施設整備施設整備施設整備のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

((((3333)))) 障害者障害者障害者障害者のののの自立支援自立支援自立支援自立支援、、、、就労支援就労支援就労支援就労支援についてについてについてについて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うううう。。。。

6666 土木行政土木行政土木行政土木行政についてについてについてについて

((((1111)))) 南部東道路南部東道路南部東道路南部東道路のののの早期整備早期整備早期整備早期整備についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成30303030年供用開始年供用開始年供用開始年供用開始などをなどをなどをなどを示示示示しているがしているがしているがしているが、、、、用地買収用地買収用地買収用地買収などなどなどなど
にににに相当相当相当相当のののの時間時間時間時間をををを要要要要するとするとするとすると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。迅速迅速迅速迅速なななな交渉交渉交渉交渉がががが事業事業事業事業のののの進進進進をををを左右左右左右左右するするするする。。。。職員体制職員体制職員体制職員体制はははは十十十十
分分分分であるかであるかであるかであるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 玉城那覇自転車道玉城那覇自転車道玉城那覇自転車道玉城那覇自転車道についてについてについてについて、、、、市道南風原田原線市道南風原田原線市道南風原田原線市道南風原田原線、、、、市道西原南風原線市道西原南風原線市道西原南風原線市道西原南風原線とととと重複重複重複重複しているしているしているしている部部部部
分分分分とととと未整備区間未整備区間未整備区間未整備区間（（（（糸数糸数糸数糸数、、、、垣花垣花垣花垣花、、、、仲村渠仲村渠仲村渠仲村渠））））のののの早期整備早期整備早期整備早期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。。。。
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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25252525年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

03030303月月月月08080808    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

8888 20202020分分分分 浦崎浦崎浦崎浦崎　　　　唯昭唯昭唯昭唯昭（（（（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 海洋海洋海洋海洋エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・鉱物開発計画鉱物開発計画鉱物開発計画鉱物開発計画についてについてについてについて
　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける海底熱水鉱床海底熱水鉱床海底熱水鉱床海底熱水鉱床のののの開発開発開発開発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 技能五輪開催技能五輪開催技能五輪開催技能五輪開催についてについてについてについて
　　　　厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省はははは、、、、各都道府県各都道府県各都道府県各都道府県にににに技能五輸開催技能五輸開催技能五輸開催技能五輸開催をををを呼呼呼呼びかけておりますがびかけておりますがびかけておりますがびかけておりますが、、、、２２２２万人万人万人万人のののの技能士技能士技能士技能士をををを
有有有有するするするする我我我我がががが県県県県もももも県内県内県内県内でのでのでのでの開催開催開催開催にににに立候補立候補立候補立候補すべきときであるとのすべきときであるとのすべきときであるとのすべきときであるとの関係者関係者関係者関係者のののの一致一致一致一致したしたしたした意見意見意見意見となってとなってとなってとなって
おりますおりますおりますおります。。。。いよいよいよいよいよいよいよいよ当県当県当県当県においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり気運気運気運気運のののの譲成譲成譲成譲成とととと技能士技能士技能士技能士のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる技能向上及技能向上及技能向上及技能向上及びびびび
技能継承技能継承技能継承技能継承によりによりによりにより、、、、これからのこれからのこれからのこれからの技能士技能士技能士技能士をををを目指目指目指目指すすすす若者若者若者若者たちにたちにたちにたちに夢夢夢夢とととと希望希望希望希望をををを与与与与えるためにえるためにえるためにえるために県内県内県内県内でのでのでのでの
早期開催早期開催早期開催早期開催にににに向向向向けてけてけてけて知事知事知事知事がががが立候補立候補立候補立候補のののの意志意志意志意志をををを示示示示すすすす時期時期時期時期だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。知事知事知事知事のののの御意見御意見御意見御意見をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

3333 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


