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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4444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))))

07070707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 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 安全保障安全保障安全保障安全保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)))) 昨今昨今昨今昨今のののの沖縄沖縄沖縄沖縄をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく日中日中日中日中、、、、米中米中米中米中をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした東東東東アジアアジアアジアアジアのののの安全保障環境安全保障環境安全保障環境安全保障環境をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識
しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課はははは「「「「変化変化変化変化するするするする日米同盟日米同盟日米同盟日米同盟とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの役割役割役割役割」」」」をををを発行発行発行発行したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその意義意義意義意義とととと、、、、どのよどのよどのよどのよ
うにうにうにうに活用活用活用活用されたかされたかされたかされたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授琉球大学教授としてとしてとしてとして論文論文論文論文をををを寄稿寄稿寄稿寄稿されたされたされたされた高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事へへへへ、、、、昨今昨今昨今昨今のののの中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける沖縄沖縄沖縄沖縄のののの帰属帰属帰属帰属
をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる主張主張主張主張やややや尖閣問題等尖閣問題等尖閣問題等尖閣問題等についてのについてのについての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。。。。

((((4444)))) 日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会のののの中中中中にににに基地基地基地基地をををを有有有有するするするする地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの代表者代表者代表者代表者のののの参加参加参加参加するするするする地域特別委員会地域特別委員会地域特別委員会地域特別委員会
をををを設設設設けることをけることをけることをけることを渉外知事会渉外知事会渉外知事会渉外知事会ともともともとも協力協力協力協力してしてしてして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。。。。

2222 太平洋太平洋太平洋太平洋・・・・島島島島サミットサミットサミットサミットについてについてについてについて

((((1111)))) 昨年昨年昨年昨年、、、、太平洋太平洋太平洋太平洋・・・・島島島島サミットサミットサミットサミットがががが本県本県本県本県でででで開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその意義意義意義意義とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 次回次回次回次回（（（（第第第第７７７７回回回回））））太平洋太平洋太平洋太平洋・・・・島島島島サミットサミットサミットサミットもももも沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの開催開催開催開催をををを求求求求めてはどうかめてはどうかめてはどうかめてはどうか。。。。

((((3333)))) ＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡＪＩＣＡ沖縄沖縄沖縄沖縄とのとのとのとの協力関係協力関係協力関係協力関係とととと太平洋太平洋太平洋太平洋・・・・島島島島サミットサミットサミットサミットのののの沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける恒久開催恒久開催恒久開催恒久開催のののの可能性可能性可能性可能性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 スマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランド基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業についてについてについてについて

((((1111)))) スマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランド基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業についてのについてのについてのについて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)))) 久米島町久米島町久米島町久米島町でででで海洋温度差発電実証実験海洋温度差発電実証実験海洋温度差発電実証実験海洋温度差発電実証実験がががが始始始始まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、このこのこのこの事業事業事業事業がががが今後今後今後今後、、、、久米島町久米島町久米島町久米島町のののの
振興発展振興発展振興発展振興発展にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす効果効果効果効果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 久米島町久米島町久米島町久米島町ををををスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドスマートエネルギーアイランドののののモデルモデルモデルモデル地域地域地域地域としてとしてとしてとして県県県県とととと町町町町がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって取取取取りりりり
組組組組むことでむことでむことでむことで大大大大きなきなきなきな事業成果事業成果事業成果事業成果がががが得得得得られるのではないかられるのではないかられるのではないかられるのではないか。。。。

((((4444)))) 久米島町久米島町久米島町久米島町をををを、、、、EVEVEVEV（（（（電気自動車電気自動車電気自動車電気自動車））））PHVPHVPHVPHV（（（（プラグインハイブリッドプラグインハイブリッドプラグインハイブリッドプラグインハイブリッド自動車自動車自動車自動車））））タウンタウンタウンタウン構想構想構想構想ののののモデルモデルモデルモデル
地区地区地区地区としてとしてとしてとして、、、、町町町町とのとのとのとの連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと集中的集中的集中的集中的にににに取取取取りりりり組組組組んではどうかんではどうかんではどうかんではどうか。。。。

((((5555)))) 国国国国のののの平成平成平成平成25252525年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算でででで組組組組まれたまれたまれたまれたEVEVEVEVスタンドスタンドスタンドスタンド設置設置設置設置にににに関関関関するするするする県内県内県内県内のののの普及件数普及件数普及件数普及件数はははは何件何件何件何件ああああ
るかるかるかるか。。。。普及普及普及普及にににに努努努努めるためのめるためのめるためのめるための県県県県のののの施策施策施策施策をををを問問問問うううう。。。。

4444 首里城首里城首里城首里城のののの県県県県へのへのへのへの移管事業移管事業移管事業移管事業についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの施政方針施政方針施政方針施政方針にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれていたがまれていたがまれていたがまれていたが、、、、今年度手今年度手今年度手今年度手がけていることはがけていることはがけていることはがけていることは何何何何かかかか。。。。    

((((2222)))) 移管移管移管移管までのまでのまでのまでの期間期間期間期間でででで、、、、運営運営運営運営をををを習熟習熟習熟習熟させるさせるさせるさせる上上上上でもでもでもでも国国国国からからからから県県県県へへへへ管理管理管理管理をををを委託委託委託委託させることができないさせることができないさせることができないさせることができない
かかかか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 図書館行政図書館行政図書館行政図書館行政についてについてについてについて

((((1111)))) 新築新築新築新築・・・・移転移転移転移転のののの計画計画計画計画はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

((((2222)))) 新築新築新築新築・・・・移転移転移転移転のののの場合場合場合場合、、、、幅広幅広幅広幅広くくくく県民県民県民県民からもからもからもからも意見意見意見意見をををを募募募募るなどのるなどのるなどのるなどの手法手法手法手法がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 伊波普猷氏伊波普猷氏伊波普猷氏伊波普猷氏、、、、山之口貘氏山之口貘氏山之口貘氏山之口貘氏などなどなどなど近現代近現代近現代近現代にににに活躍活躍活躍活躍したしたしたした歴史家歴史家歴史家歴史家、、、、詩人詩人詩人詩人、、、、文学者文学者文学者文学者などをなどをなどをなどを顕彰顕彰顕彰顕彰するこするこするこするこ
とがとがとがとが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

6666 文化行政文化行政文化行政文化行政とととと貴重資料等貴重資料等貴重資料等貴重資料等のののの保存復元保存復元保存復元保存復元についてについてについてについて

((((1111)))) 薩摩藩侵攻及薩摩藩侵攻及薩摩藩侵攻及薩摩藩侵攻及びびびび戦前戦後戦前戦後戦前戦後戦前戦後をををを通通通通じてじてじてじて県外県外県外県外にににに散逸散逸散逸散逸したしたしたした文化財等文化財等文化財等文化財等をををを収集収集収集収集するためのするためのするためのするための    「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
散逸文化財等収集委員会散逸文化財等収集委員会散逸文化財等収集委員会散逸文化財等収集委員会（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」をををを組織組織組織組織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。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 収集収集収集収集にににに際際際際してしてしてして必要必要必要必要なななな財源財源財源財源のののの基金化基金化基金化基金化をををを一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金でででで検討検討検討検討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。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 公文書館公文書館公文書館公文書館にあるにあるにあるにある琉球政府文書琉球政府文書琉球政府文書琉球政府文書についてについてについてについて、、、、保存対策事業保存対策事業保存対策事業保存対策事業がががが昨年度昨年度昨年度昨年度でででで終了終了終了終了したがしたがしたがしたが、、、、事業事業事業事業のののの
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継続継続継続継続がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。このこのこのこの事業事業事業事業こそこそこそこそ一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化がふさわしいとがふさわしいとがふさわしいとがふさわしいと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ２２２２月月月月のののの定例会定例会定例会定例会でででで指摘指摘指摘指摘をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、久米島博物館久米島博物館久米島博物館久米島博物館のののの資料及資料及資料及資料及びびびび県内県内県内県内のののの貴重資料貴重資料貴重資料貴重資料のののの保存対策保存対策保存対策保存対策
にににに、、、、県県県県がががが主体性主体性主体性主体性をををを持持持持ってってってって先導先導先導先導しししし、、、、協力協力協力協力していくべきではないかしていくべきではないかしていくべきではないかしていくべきではないか。。。。    
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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4444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))))

07070707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 骨太方針骨太方針骨太方針骨太方針・・・・成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略についてについてについてについて
　　　　政府政府政府政府のののの経済政策指針経済政策指針経済政策指針経済政策指針「「「「骨太方針骨太方針骨太方針骨太方針2013201320132013」」」」にににに「「「「沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興」」」」がががが書書書書きききき込込込込まれまれまれまれ、、、、成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略にもにもにもにも同様同様同様同様にににに
閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されましたされましたされましたされました。。。。どのようなどのようなどのようなどのような内容内容内容内容になったかになったかになったかになったか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策とととと障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国ではではではでは待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策としてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成24242424年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算においてにおいてにおいてにおいて、、、、安心安心安心安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金をををを活用活用活用活用しししし
たたたた事業事業事業事業がががが示示示示されましたされましたされましたされました。。。。そこでそこでそこでそこで県県県県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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 緊急緊急緊急緊急プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとしてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成25252525年年年年・・・・26262626年度年度年度年度にににに待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化プランプランプランプランがががが示示示示されされされされ、「、「、「、「手手手手
上上上上げげげげ方式方式方式方式としてとしてとしてとして意欲意欲意欲意欲のあるのあるのあるのある地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体をををを国国国国がががが強力強力強力強力にににに支援支援支援支援するするするする」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして手手手手をををを
挙挙挙挙げるのかげるのかげるのかげるのか伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた手手手手をををを挙挙挙挙げているげているげているげている市町村市町村市町村市町村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。。。。

ｲｲｲｲ 保育士等処遇改善臨時特別事業保育士等処遇改善臨時特別事業保育士等処遇改善臨時特別事業保育士等処遇改善臨時特別事業やややや保育士養成施設入学者保育士養成施設入学者保育士養成施設入学者保育士養成施設入学者にににに対対対対するするするする学資貸付制度学資貸付制度学資貸付制度学資貸付制度、、、、ささささ
らにはらにはらにはらには潜在的保育士潜在的保育士潜在的保育士潜在的保育士のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし等等等等のののの「「「「保育士保育士保育士保育士・・・・保育所支援保育所支援保育所支援保育所支援センターセンターセンターセンター」」」」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
はははは緊急性緊急性緊急性緊急性があるががあるががあるががあるが、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) これまでこれまでこれまでこれまで待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策待機児童解消策としてとしてとしてとして認可外施設認可外施設認可外施設認可外施設のののの認可化認可化認可化認可化をををを主要施策主要施策主要施策主要施策としてとしてとしてとして進進進進めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが、、、、待待待待
機児童数機児童数機児童数機児童数がががが全国全国全国全国ワーストワーストワーストワースト１１１１位位位位のののの勢勢勢勢いであるいであるいであるいである。。。。そこでそこでそこでそこで次次次次のののの点点点点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 認可外施設認可外施設認可外施設認可外施設のののの認可化認可化認可化認可化からからからから全県統一方式全県統一方式全県統一方式全県統一方式としたとしたとしたとした沖縄型認証保育園沖縄型認証保育園沖縄型認証保育園沖縄型認証保育園のののの仕組仕組仕組仕組みへのみへのみへのみへの転換転換転換転換にににに
ついてついてついてついて考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消についてについてについてについて加速化加速化加速化加速化プランプランプランプランをををを活用活用活用活用したしたしたした認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの第第第第２２２２園及園及園及園及びびびび分園分園分園分園をををを強力強力強力強力
にににに推進推進推進推進することをすることをすることをすることを市町村市町村市町村市町村へへへへ通知通知通知通知しししし連携体制連携体制連携体制連携体制をつくるをつくるをつくるをつくる考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 障害者障害者障害者障害者ＩＴＩＴＩＴＩＴ総合推進事業総合推進事業総合推進事業総合推進事業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 県立空手道会館県立空手道会館県立空手道会館県立空手道会館のこれからののこれからののこれからののこれからのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール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 豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市からからからから県立工芸会館県立工芸会館県立工芸会館県立工芸会館（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの建設建設建設建設をををを豊見城城址公園跡地豊見城城址公園跡地豊見城城址公園跡地豊見城城址公園跡地にににに誘致誘致誘致誘致とのとのとのとの要請要請要請要請があったがあったがあったがあった
とととと思思思思うがうがうがうが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 豊見城団地南分譲地内豊見城団地南分譲地内豊見城団地南分譲地内豊見城団地南分譲地内のののの「「「「崖崩崖崩崖崩崖崩れれれれ」」」」にににに関関関関するするするする対応対応対応対応についてについてについてについて

6666 県道東風平県道東風平県道東風平県道東風平・・・・豊見城線豊見城線豊見城線豊見城線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

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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 吉田吉田吉田吉田　　　　勝廣勝廣勝廣勝廣（（（（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 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)))) 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抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改正改正改正改正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 医療法人医療法人医療法人医療法人のののの運営運営運営運営についてについてについてについて

((((1111)))) 医療法人医療法人医療法人医療法人にににに対対対対するするするする税制上等優遇措置税制上等優遇措置税制上等優遇措置税制上等優遇措置についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 医療法人医療法人医療法人医療法人のののの責務責務責務責務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)))) 医療法医療法医療法医療法46464646条第条第条第条第７７７７項項項項のののの監事監事監事監事のののの職務職務職務職務についてについてについてについて説明説明説明説明しししし、、、、特特特特にににに平成平成平成平成19191919年年年年のののの医療法医療法医療法医療法のののの一部改正一部改正一部改正一部改正でででで
監事監事監事監事のののの機能強化機能強化機能強化機能強化をををを図図図図ったったったった。。。。そのそのそのその趣旨趣旨趣旨趣旨をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 理事長理事長理事長理事長のののの選出選出選出選出についてについてについてについて、、、、医療法医療法医療法医療法46464646条条条条のののの３３３３第第第第１１１１項項項項についてについてについてについて説明説明説明説明しししし、、、、同項同項同項同項のただしのただしのただしのただし書書書書きのきのきのきの規規規規
定定定定にににに基基基基づくづくづくづく都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事のののの認可認可認可認可がががが行行行行われるものであることとあるがわれるものであることとあるがわれるものであることとあるがわれるものであることとあるが、、、、そのそのそのその趣旨趣旨趣旨趣旨についてについてについてについて説説説説
明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((5555)))) 管理者管理者管理者管理者たるたるたるたる理事理事理事理事についてについてについてについて、、、、医療法医療法医療法医療法47474747条第条第条第条第１１１１項項項項のののの趣旨趣旨趣旨趣旨についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((6666)))) 理事長理事長理事長理事長、、、、理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの職務等職務等職務等職務等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医療法医療法医療法医療法46464646条条条条のののの４４４４第第第第７７７７項第項第項第項第１１１１号及号及号及号及びびびび第第第第２２２２号号号号のののの規定規定規定規定をををを経経経経ることなくることなくることなくることなく、、、、県県県県にににに業務報告業務報告業務報告業務報告がががが提出提出提出提出ささささ
れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、どのようなどのようなどのようなどのような罰則罰則罰則罰則があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 医療法医療法医療法医療法46464646条条条条のののの４４４４第第第第７７７７項第項第項第項第３３３３号号号号のののの規定規定規定規定をををを経経経経ることなくることなくることなくることなく、、、、県県県県にににに業務報告業務報告業務報告業務報告がががが提出提出提出提出されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、どどどど
のようなのようなのようなのような罰則罰則罰則罰則があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 医療法医療法医療法医療法46464646条条条条のののの４４４４第第第第６６６６項第項第項第項第６６６６号号号号のののの趣旨趣旨趣旨趣旨についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((7777)))) 業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲についてについてについてについて、、、、医療法第医療法第医療法第医療法第42424242条条条条のののの各号各号各号各号のののの規定以外規定以外規定以外規定以外にににに医療法人医療法人医療法人医療法人はははは附帯業務附帯業務附帯業務附帯業務をををを行行行行うこうこうこうこ
とがとがとがとが可能可能可能可能かどうかかどうかかどうかかどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 理事長理事長理事長理事長がががが代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役をををを務務務務めるめるめるめる会社会社会社会社にににに医療法人医療法人医療法人医療法人がががが出資及出資及出資及出資及びびびび貸貸貸貸しししし付付付付けがけがけがけが可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 県県県県にににに提出提出提出提出されたされたされたされた医療法人医療法人医療法人医療法人ほくとほくとほくとほくと会会会会のののの３３３３年間年間年間年間のののの業務報告及業務報告及業務報告及業務報告及びびびび平成平成平成平成22222222年年年年にににに提出提出提出提出されたされたされたされた理事理事理事理事のののの変変変変
更届更届更届更届についてについてについてについて

((((1111)))) １１１１年年年年ごとにごとにごとにごとに提出提出提出提出されるされるされるされる業務報告書業務報告書業務報告書業務報告書はははは、、、、理事会及理事会及理事会及理事会及びびびび監事監事監事監事のののの会計監査会計監査会計監査会計監査のののの後後後後にににに提出提出提出提出されるかされるかされるかされるか、、、、
理事会理事会理事会理事会のののの議事録議事録議事録議事録はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。またまたまたまた、、、、何月何日何月何日何月何日何月何日にににに監査監査監査監査をををを受受受受けたのかけたのかけたのかけたのか明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((2222)))) 業務報告業務報告業務報告業務報告がががが１１１１年間年間年間年間おくれたようであるがおくれたようであるがおくれたようであるがおくれたようであるが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 理事理事理事理事のののの変更届変更届変更届変更届はははは平成平成平成平成22222222年年年年５５５５月月月月となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、そのそのそのその理事理事理事理事はははは平成平成平成平成21212121年年年年からからからから理事理事理事理事としてとしてとしてとして記名記名記名記名
されているがされているがされているがされているが真実真実真実真実をををを明明明明らかにされたいとらかにされたいとらかにされたいとらかにされたいと同時同時同時同時にににに、、、、理事会理事会理事会理事会のののの開催日及開催日及開催日及開催日及びびびび議事録議事録議事録議事録もももも明明明明らかにらかにらかにらかに
されたいされたいされたいされたい。。。。

4444 医療法人医療法人医療法人医療法人ほくとほくとほくとほくと会会会会のののの経営状況経営状況経営状況経営状況についてについてについてについて

((((1111)))) 労働関係労働関係労働関係労働関係についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 就業規則等就業規則等就業規則等就業規則等にににに明記明記明記明記されているされているされているされている給与規定給与規定給与規定給与規定のののの期日期日期日期日にににに給与給与給与給与がががが支払支払支払支払われずわれずわれずわれず、、、、遅払遅払遅払遅払いがしばしばいがしばしばいがしばしばいがしばしば
あることあることあることあること、、、、退職金退職金退職金退職金がががが未払未払未払未払いとなっていることいとなっていることいとなっていることいとなっていること。。。。これらはこれらはこれらはこれらは明明明明らかにらかにらかにらかに労働基準法違反労働基準法違反労働基準法違反労働基準法違反でありでありでありであり、、、、実実実実
態調査態調査態調査態調査をををを行行行行いいいい指導指導指導指導されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 経営状況経営状況経営状況経営状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 取引業者取引業者取引業者取引業者にににに対対対対するするするする遅払遅払遅払遅払いいいい及及及及びびびび未払未払未払未払いいいい。。。。

ｲｲｲｲ 社会保険等社会保険等社会保険等社会保険等のののの遅払遅払遅払遅払いいいい及及及及びびびび未払未払未払未払いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国、、、、県県県県、、、、市町村等市町村等市町村等市町村等へのへのへのへの税税税税のののの遅払遅払遅払遅払いいいい及及及及びびびび未払未払未払未払いいいい。。。。
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ｴｴｴｴ 賃借料賃借料賃借料賃借料（（（（土地等土地等土地等土地等））））のののの遅払遅払遅払遅払いいいい及及及及びびびび未払未払未払未払いいいい等等等等がががが明明明明らかになっておりらかになっておりらかになっておりらかになっており、、、、実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行いいいい指導指導指導指導ささささ
れたいれたいれたいれたい。。。。

((((3333)))) 理事長理事長理事長理事長のののの関連会社関連会社関連会社関連会社へのへのへのへの資金資金資金資金のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし（（（（流用流用流用流用））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 理事長理事長理事長理事長のののの代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役をををを務務務務めるめるめるめるＡＡＡＡ会社会社会社会社へへへへ１１１１億円億円億円億円、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ会社会社会社会社へへへへ1900190019001900万円万円万円万円、、、、そのそのそのその他他他他700700700700万円等万円等万円等万円等、、、、
資金資金資金資金のののの貸貸貸貸しししし出出出出しがあるがしがあるがしがあるがしがあるが、、、、理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決をををを経経経経ているかているかているかているか、、、、議事録議事録議事録議事録はあるかはあるかはあるかはあるか、、、、実態実態実態実態をををを調査調査調査調査しししし
てててて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((4444)))) 平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月月月月26262626日日日日、、、、不動産不動産不動産不動産のののの売買売買売買売買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理事会等理事会等理事会等理事会等のののの議決議決議決議決をををを経経経経ているかているかているかているか。。。。同時同時同時同時にににに
理事会理事会理事会理事会のののの開催日及開催日及開催日及開催日及びびびび議事録議事録議事録議事録もももも明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((5555)))) ５５５５年間年間年間年間のののの患者数患者数患者数患者数のののの推移推移推移推移についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 病床種別病床種別病床種別病床種別ごとのごとのごとのごとの患者患者患者患者のののの数数数数。。。。

ｲｲｲｲ 外来患者外来患者外来患者外来患者のののの数数数数。。。。

ｳｳｳｳ 在宅患者在宅患者在宅患者在宅患者のののの数数数数。。。。

ｴｴｴｴ 平均在院日数平均在院日数平均在院日数平均在院日数。。。。

5555 知事知事知事知事のののの監督監督監督監督についてについてについてについて

((((1111)))) 医療法医療法医療法医療法63636363条条条条、、、、64646464条条条条のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを説明説明説明説明しししし、「、「、「、「運営運営運営運営がががが著著著著しくしくしくしく適正適正適正適正をををを欠欠欠欠くくくく」」」」場合場合場合場合とはとはとはとは、、、、またまたまたまた「「「「必要必要必要必要なななな措措措措
置置置置」」」」とはとはとはとは何何何何かそのかそのかそのかその趣旨趣旨趣旨趣旨についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

6666 私文書偽造罪私文書偽造罪私文書偽造罪私文書偽造罪についてについてについてについて（（（（159159159159条条条条））））

((((1111)))) 46464646条条条条のののの４４４４のののの７７７７項項項項１１１１号号号号からからからから２２２２号号号号のののの監査監査監査監査をををを行行行行っていないにもかかわらずっていないにもかかわらずっていないにもかかわらずっていないにもかかわらず、、、、理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告することすることすることすること
もなくもなくもなくもなく、、、、いかにもいかにもいかにもいかにも監事監事監事監事がががが監査監査監査監査をををを行行行行ったとしてったとしてったとしてったとして県県県県にににに監査報告監査報告監査報告監査報告をををを提出提出提出提出することはすることはすることはすることは同条同条同条同条にににに該当該当該当該当すすすす
るとるとるとると判断判断判断判断するがするがするがするが伺伺伺伺うううう。。。。

7777 背任罪背任罪背任罪背任罪についてについてについてについて（（（（247247247247条条条条））））

((((1111)))) 理事長理事長理事長理事長がががが理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決をををを経経経経ることなくることなくることなくることなく（（（（正当正当正当正当なななな手続手続手続手続））））理事長理事長理事長理事長がががが代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役をををを務務務務めるめるめるめる会社会社会社会社
（（（（実態実態実態実態のないのないのないのない））））にににに医療法人医療法人医療法人医療法人のののの資金資金資金資金をををを貸貸貸貸しししし出出出出しないししないししないししないし流用流用流用流用したしたしたした場合場合場合場合、、、、またまたまたまた返済返済返済返済できずできずできずできず法人法人法人法人にににに
損害損害損害損害をををを与与与与えているえているえているえている場合場合場合場合、、、、同条同条同条同条にににに該当該当該当該当するとするとするとすると判断判断判断判断するがするがするがするが伺伺伺伺うううう。。。。

8888 信号機信号機信号機信号機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

((((1111)))) 仲泊交差点仲泊交差点仲泊交差点仲泊交差点はははは、、、、石川署管内石川署管内石川署管内石川署管内でありでありでありであり交通事故交通事故交通事故交通事故のののの多発地帯多発地帯多発地帯多発地帯とととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。早急早急早急早急なななな対策対策対策対策がががが
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、、、、県警県警県警県警のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 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4444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))))

07070707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 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（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 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) ＦＦＦＦ15151515戦闘機墜落事故戦闘機墜落事故戦闘機墜落事故戦闘機墜落事故についてについてについてについて

((((2222)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地・・・・普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの騒音対策騒音対策騒音対策騒音対策についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県によるによるによるによる航空機騒音航空機騒音航空機騒音航空機騒音によるによるによるによる健康健康健康健康へのへのへのへの影響影響影響影響にににに関関関関するするするする調査調査調査調査についてについてについてについて

((((4444)))) 嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺でのでのでのでの大気汚染物質及大気汚染物質及大気汚染物質及大気汚染物質及びびびび悪臭物質調査悪臭物質調査悪臭物質調査悪臭物質調査についてについてについてについて

2222 防音工事防音工事防音工事防音工事についてについてについてについて

((((1111)))) 公立認可保育所防音工事公立認可保育所防音工事公立認可保育所防音工事公立認可保育所防音工事のののの実績実績実績実績とととと件数件数件数件数についてについてについてについて

((((2222)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける75757575ＷＷＷＷ以上防音工事区域以上防音工事区域以上防音工事区域以上防音工事区域よるよるよるよる認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所のののの件数件数件数件数についてについてについてについて

((((3333)))) 認可外防音工事実施認可外防音工事実施認可外防音工事実施認可外防音工事実施についてについてについてについて

((((4444)))) 防音工事対象拡大防音工事対象拡大防音工事対象拡大防音工事対象拡大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はみはみはみは。。。。

((((5555)))) 防音工事防音工事防音工事防音工事のののの手続手続手続手続のののの簡素化簡素化簡素化簡素化についてについてについてについて

((((6666)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの防音工事防音工事防音工事防音工事がががが対象対象対象対象となっているとなっているとなっているとなっている件数件数件数件数とととと手続手続手続手続についてについてについてについて

3333 比謝川比謝川比謝川比謝川のののの河川管理河川管理河川管理河川管理についてについてについてについて

((((1111)))) 比謝川河川管理範囲比謝川河川管理範囲比謝川河川管理範囲比謝川河川管理範囲とととと年間年間年間年間のののの維持管理内容維持管理内容維持管理内容維持管理内容などについてなどについてなどについてなどについて

((((2222)))) 比謝川比謝川比謝川比謝川のののの河川環境整備事業河川環境整備事業河川環境整備事業河川環境整備事業についてについてについてについて

((((3333)))) 河川河川河川河川しゅんせつのしゅんせつのしゅんせつのしゅんせつの状況状況状況状況についてについてについてについて((((河川河川河川河川にににに堆積堆積堆積堆積したしたしたした土砂等土砂等土砂等土砂等のしゅんせつののしゅんせつののしゅんせつののしゅんせつの対応対応対応対応はははは。。。。))))

((((4444)))) 比謝川比謝川比謝川比謝川のののの生体物及生体物及生体物及生体物及びびびび海海海海へのへのへのへの影響影響影響影響はははは発生発生発生発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。。。。

((((5555)))) 比謝川比謝川比謝川比謝川にににに関係関係関係関係するするするする地元自治体地元自治体地元自治体地元自治体からのからのからのからの要望要望要望要望についてについてについてについて

4444 文化文化文化文化・・・・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)))) 沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭によるによるによるによる経済効果経済効果経済効果経済効果またはまたはまたはまたは実績実績実績実績とととと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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ににににハワイハワイハワイハワイからからからから豚豚豚豚をををを運運運運んだんだんだんだ７７７７名名名名のののの雄姿雄姿雄姿雄姿についてについてについてについて
　　　　戦前戦前戦前戦前はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの島島島島々々々々全島全島全島全島でででで約約約約10101010万頭万頭万頭万頭もいたともいたともいたともいたと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。豚豚豚豚はははは生活生活生活生活をともにしをともにしをともにしをともにし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
食文化食文化食文化食文化でありでありでありであり、、、、必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠であったであったであったであった。。。。やがてやがてやがてやがて、、、、太平洋戦争太平洋戦争太平洋戦争太平洋戦争がががが始始始始まりまりまりまり建物建物建物建物もももも家家家家もももも豚小屋豚小屋豚小屋豚小屋もももも全全全全
てててて艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃艦砲射撃またはまたはまたはまたは空爆空爆空爆空爆によりによりによりにより焼焼焼焼けけけけ野原野原野原野原になってまったになってまったになってまったになってまった。。。。沖縄戦終結沖縄戦終結沖縄戦終結沖縄戦終結からからからから３３３３年後年後年後年後、、、、食料食料食料食料がががが乏乏乏乏
しいしいしいしい沖縄沖縄沖縄沖縄ににににハワイハワイハワイハワイのののの沖縄県移民沖縄県移民沖縄県移民沖縄県移民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが募金募金募金募金をををを集集集集めめめめ、、、、１１１１カカカカ月月月月もももも及及及及ぶぶぶぶ苦難苦難苦難苦難のののの航海航海航海航海のののの末末末末（Ｏ（Ｏ（Ｏ（Ｏ
ＷＥＮＷＥＮＷＥＮＷＥＮ号号号号））））でででで550550550550頭頭頭頭のののの豚豚豚豚をををを沖縄沖縄沖縄沖縄にににに送送送送りりりり届届届届けたけたけたけた７７７７名名名名のののの雄姿雄姿雄姿雄姿がいるがいるがいるがいる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに届届届届いたいたいたいた豚豚豚豚はははは、、、、３３３３年間年間年間年間
でででで10101010万頭万頭万頭万頭にふえてにふえてにふえてにふえて沖縄沖縄沖縄沖縄のののの食糧危機食糧危機食糧危機食糧危機をををを救救救救ったったったった。。。。このこのこのこの歴史的歴史的歴史的歴史的なななな事実事実事実事実をををを沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん
子供子供子供子供たちたちたちたち・・・・孫孫孫孫たちにたちにたちにたちに継承継承継承継承していくしていくしていくしていく一一一一つとしてつとしてつとしてつとして沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの教科書教科書教科書教科書またはまたはまたはまたは映画化映画化映画化映画化によりによりによりにより広広広広くくくく広広広広めめめめ
るるるる必要必要必要必要はないかはないかはないかはないか。。。。

((((3333)))) 琉球時代琉球時代琉球時代琉球時代にににに中国中国中国中国からからからからカンショカンショカンショカンショ((((芋芋芋芋))))をををを持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり、、、、カンショカンショカンショカンショをををを広広広広くくくく琉球琉球琉球琉球にににに広広広広めめめめ食糧危機食糧危機食糧危機食糧危機をををを救救救救っっっっ
たたたた野国総管野国総管野国総管野国総管やややや儀間真常儀間真常儀間真常儀間真常のののの歴史的事実歴史的事実歴史的事実歴史的事実をををを教科書教科書教科書教科書やややや映画化映画化映画化映画化はできないかはできないかはできないかはできないか。。。。

((((4444)))) 琉球新報琉球新報琉球新報琉球新報にににに連載連載連載連載されているされているされているされている沖縄沖縄沖縄沖縄のののの空手家空手家空手家空手家「「「「喜屋武朝徳氏喜屋武朝徳氏喜屋武朝徳氏喜屋武朝徳氏((((チャンミーチャンミーチャンミーチャンミー）」）」）」）」1870187018701870年年年年（（（（明治明治明治明治３３３３
年年年年）、）、）、）、琉球士族琉球士族琉球士族琉球士族のののの三男三男三男三男としてとしてとしてとして首里儀保村首里儀保村首里儀保村首里儀保村にににに生生生生まれるまれるまれるまれる。。。。15151515歳歳歳歳のときにのときにのときにのときに松村宗棍松村宗棍松村宗棍松村宗棍からからからから「「「「唐手唐手唐手唐手」」」」のののの
指導指導指導指導をををを受受受受けるけるけるける。。。。17171717歳歳歳歳でででで上京上京上京上京しししし二松学舎二松学舎二松学舎二松学舎でででで学学学学ぶぶぶぶ。。。。26262626歳歳歳歳でででで帰郷帰郷帰郷帰郷しそのしそのしそのしその後松茂良興作後松茂良興作後松茂良興作後松茂良興作らららら、、、、首里首里首里首里
手手手手・・・・那覇手那覇手那覇手那覇手・・・・泊手泊手泊手泊手のののの指導者指導者指導者指導者にににに師事師事師事師事。。。。38383838歳歳歳歳のときのときのときのとき、、、、首里王府首里王府首里王府首里王府のののの直轄地直轄地直轄地直轄地・・・・読谷村牧原読谷村牧原読谷村牧原読谷村牧原にににに移住移住移住移住。。。。
40404040歳歳歳歳のときにのときにのときにのときに比謝橋近比謝橋近比謝橋近比謝橋近くにくにくにくに居居居居をををを構構構構ええええ、、、、学校学校学校学校やややや警察署警察署警察署警察署などでなどでなどでなどで空手空手空手空手のののの指導指導指導指導をををを始始始始めるめるめるめる。。。。喜屋武喜屋武喜屋武喜屋武
朝徳氏朝徳氏朝徳氏朝徳氏（（（（チャンミーチャンミーチャンミーチャンミー））））のののの記録誌記録誌記録誌記録誌またはまたはまたはまたは、、、、映画化映画化映画化映画化はできないかはできないかはできないかはできないか。。。。

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの食文化食文化食文化食文化であるであるであるであるヤギヤギヤギヤギ生産生産生産生産にににに向向向向けてのけてのけてのけての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
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((((1111)))) 全島全島全島全島ヤギフェスティバルヤギフェスティバルヤギフェスティバルヤギフェスティバルについてについてについてについて、、、、全島全島全島全島ヤギフェスティバルヤギフェスティバルヤギフェスティバルヤギフェスティバルをををを開催開催開催開催することによりすることによりすることによりすることにより、、、、農家農家農家農家のののの
生産意識生産意識生産意識生産意識・・・・資質向上資質向上資質向上資質向上がががが高高高高まりまりまりまり、、、、優良優良優良優良ヤギヤギヤギヤギ等等等等にににに仲井眞知事賞仲井眞知事賞仲井眞知事賞仲井眞知事賞をををを初初初初めめめめ、、、、喜納昌春議長賞喜納昌春議長賞喜納昌春議長賞喜納昌春議長賞、、、、部部部部
長賞長賞長賞長賞などなどなどなど、、、、畜産農家育成畜産農家育成畜産農家育成畜産農家育成・・・・ヤギヤギヤギヤギ愛好者普及愛好者普及愛好者普及愛好者普及のためのためのためのため、、、、ヤギヤギヤギヤギ文化沖縄県文化沖縄県文化沖縄県文化沖縄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必要必要必要必要
はないかはないかはないかはないか。。。。

((((2222)))) ヤギヤギヤギヤギ農家数農家数農家数農家数のののの飼育状況飼育状況飼育状況飼育状況（（（（北部北部北部北部・・・・中部中部中部中部・・・・南部南部南部南部・・・・離島離島離島離島））））についてについてについてについて

((((3333)))) 牛牛牛牛のののの海綿状脳症全頭検査海綿状脳症全頭検査海綿状脳症全頭検査海綿状脳症全頭検査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、、、、食品安全委員会食品安全委員会食品安全委員会食品安全委員会のののの評価結果評価結果評価結果評価結果（ＢＳＥ（ＢＳＥ（ＢＳＥ（ＢＳＥ検査検査検査検査））））
対象月齢対象月齢対象月齢対象月齢をををを48484848カカカカ月齢超月齢超月齢超月齢超にににに引引引引きききき上上上上げたげたげたげた背景背景背景背景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

((((4444)))) 今回今回今回今回のののの省令省令省令省令のののの趣旨趣旨趣旨趣旨であるがであるがであるがであるが、、、、主主主主なななな理由理由理由理由はははは48484848カカカカ月以内月以内月以内月以内のののの牛牛牛牛であればであればであればであれば著著著著しくしくしくしくリスクリスクリスクリスクがががが低低低低くくくく食食食食
べてもべてもべてもべても安全安全安全安全ということかということかということかということか。。。。

((((5555)))) 今回今回今回今回のののの省令省令省令省令のののの改正改正改正改正ではではではでは、、、、牛牛牛牛（ＢＳＥ）（ＢＳＥ）（ＢＳＥ）（ＢＳＥ）だけにだけにだけにだけに限定限定限定限定されされされされ、、、、ヤギヤギヤギヤギ（ＴＳＥ）（ＴＳＥ）（ＴＳＥ）（ＴＳＥ）がががが対象対象対象対象になっていないになっていないになっていないになっていない
のはなぜかのはなぜかのはなぜかのはなぜか。。。。
　　　　牛屠畜料牛屠畜料牛屠畜料牛屠畜料：：：：1111万万万万9920992099209920円円円円　　　　ヤギヤギヤギヤギ屠畜料屠畜料屠畜料屠畜料：：：：7841784178417841円円円円　　　　豚屠畜料豚屠畜料豚屠畜料豚屠畜料：：：：2995299529952995円円円円

((((6666)))) これまでこれまでこれまでこれまで、、、、日本日本日本日本ではではではではＴＳＥ（ＴＳＥ（ＴＳＥ（ＴＳＥ（ヤギヤギヤギヤギのののの海綿状脳症海綿状脳症海綿状脳症海綿状脳症））））がががが発生発生発生発生したことはあるかしたことはあるかしたことはあるかしたことはあるか。。。。

((((7777)))) ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥまたはまたはまたはまたはＴＳＥＴＳＥＴＳＥＴＳＥ検査検査検査検査にににに伴伴伴伴いいいい農家農家農家農家にににに規制規制規制規制がかかっておりますがかかっておりますがかかっておりますがかかっております。。。。牛牛牛牛・・・・ヤギヤギヤギヤギのののの屠畜屠畜屠畜屠畜・・・・解体解体解体解体にににに県県県県
のののの助成制度助成制度助成制度助成制度ができないかができないかができないかができないか。。。。

((((8888)))) 牛牛牛牛のののの年齢年齢年齢年齢がががが識別識別識別識別できるできるできるできる個体個体個体個体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危険部位危険部位危険部位危険部位とされていたとされていたとされていたとされていた頭部頭部頭部頭部・・・・枝肉枝肉枝肉枝肉・・・・脊髄脊髄脊髄脊髄・・・・
内臓等内臓等内臓等内臓等もももも利用利用利用利用できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。

6666 農林水産振興農林水産振興農林水産振興農林水産振興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23232323年度年度年度年度・・・・24242424年度年度年度年度のののの台風台風台風台風によるによるによるによる県内被害状況県内被害状況県内被害状況県内被害状況についてについてについてについて、、、、そのそのそのその概要概要概要概要とととと最最最最もももも被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた
農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの状況状況状況状況とととと予測予測予測予測されるされるされるされる今後今後今後今後のののの状況状況状況状況についてについてについてについて

((((2222)))) 農産物等農産物等農産物等農産物等へのへのへのへの影響影響影響影響はははは甚大甚大甚大甚大であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県のののの支援支援支援支援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。。。。

((((3333)))) 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度・・・・24242424年度年度年度年度のののの南大東南大東南大東南大東のののの台風被害台風被害台風被害台風被害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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 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 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける農業振興策農業振興策農業振興策農業振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 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

ｱｱｱｱ 地理的条件地理的条件地理的条件地理的条件がががが不利不利不利不利なななな離島地域離島地域離島地域離島地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、地元市町村地元市町村地元市町村地元市町村やややや農家農家農家農家にににに過重過重過重過重なななな負担負担負担負担をををを強強強強いることいることいることいること
はははは基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備のおくれにつながりますのおくれにつながりますのおくれにつながりますのおくれにつながります。。。。県県県県としてとしてとしてとして離島地域離島地域離島地域離島地域におけるにおけるにおけるにおける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どのよにどのよにどのよにどのよ
うにしているのかおうにしているのかおうにしているのかおうにしている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。。。。

((((2222)))) 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農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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ににに対対対対するするするする干干干干ばつばつばつばつ対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、国営石垣島地区及国営石垣島地区及国営石垣島地区及国営石垣島地区及びびびび関連関連関連関連するするするする県営県営県営県営・・・・団体営団体営団体営団体営
事業事業事業事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についておについておについておについて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。。。。

ｲｲｲｲ 国営石垣島国営石垣島国営石垣島国営石垣島にににに係係係係るるるる維持管理対象維持管理対象維持管理対象維持管理対象のののの施設施設施設施設がががが増加増加増加増加することにすることにすることにすることに伴伴伴伴うううう地元負担軽減対策地元負担軽減対策地元負担軽減対策地元負担軽減対策につにつにつにつ
いておいておいておいて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。。。。

ｳｳｳｳ 国営国営国営国営とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて県営県営県営県営・・・・団体営事業団体営事業団体営事業団体営事業をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありますががありますががありますががありますが、、、、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状状状
況況況況についておについておについておについて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。。。。

2222 円安円安円安円安によるによるによるによる原油高騰対策原油高騰対策原油高騰対策原油高騰対策についてについてについてについて
　　　　自民党安倍政権発足以来自民党安倍政権発足以来自民党安倍政権発足以来自民党安倍政権発足以来、、、、円安円安円安円安がががが続続続続きききき、、、、原油原油原油原油のののの輸入価格輸入価格輸入価格輸入価格もももも上昇上昇上昇上昇しししし県民生活県民生活県民生活県民生活にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担
をををを強強強強いられていますいられていますいられていますいられています。。。。政権交代政権交代政権交代政権交代がががが起起起起きたきたきたきた昨年昨年昨年昨年のののの12121212月以降月以降月以降月以降、、、、今年今年今年今年３３３３月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて為替為替為替為替がががが急速急速急速急速にににに
円安円安円安円安にににに振振振振れるとれるとれるとれると原油価格原油価格原油価格原油価格もももも上昇上昇上昇上昇しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、御承知御承知御承知御承知のとおりのとおりのとおりのとおり４４４４月月月月にににに入入入入るとるとるとると円安円安円安円安がががが進行進行進行進行するするするする一一一一
方方方方ででででガソリンガソリンガソリンガソリン価格価格価格価格はははは下落下落下落下落していますがしていますがしていますがしていますが、、、、原油輸入価格原油輸入価格原油輸入価格原油輸入価格はははは高高高高どまりがどまりがどまりがどまりが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。円高円高円高円高、、、、原原原原
油高油高油高油高によるによるによるによる問題問題問題問題についてはについてはについてはについては２２２２月定例会月定例会月定例会月定例会でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける原油高騰原油高騰原油高騰原油高騰はははは住住住住
民生活民生活民生活民生活にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるだけにえるだけにえるだけにえるだけに、、、、今回今回今回今回もももも水産業水産業水産業水産業などについてなどについてなどについてなどについて取取取取りりりり上上上上げげげげ質問質問質問質問いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

((((1111)))) 軽油免税軽油免税軽油免税軽油免税についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 円安円安円安円安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軽油軽油軽油軽油もももも高騰高騰高騰高騰しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、免税免税免税免税についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような対策対策対策対策をををを講講講講じじじじ
ているのかているのかているのかているのか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)))) 離島離島離島離島ののののガソリンガソリンガソリンガソリン価格価格価格価格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ガソリンガソリンガソリンガソリン価格価格価格価格についてはについてはについてはについては、、、、いまだにいまだにいまだにいまだに沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島よりよりよりより割高割高割高割高となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、
いまだにいまだにいまだにいまだに実態実態実態実態としてとしてとしてとして沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島とととと離島離島離島離島でででで格差是正格差是正格差是正格差是正があることについてがあることについてがあることについてがあることについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの対策及対策及対策及対策及
びびびび価格是正価格是正価格是正価格是正についてのについてのについてのについての再調査再調査再調査再調査のののの結果結果結果結果、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて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。。。。

((((3333)))) 第第第第１１１１次産業次産業次産業次産業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

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牛牛牛牛のののの飼育代飼育代飼育代飼育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影響影響影響影響をををを
与与与与えていることはさきにえていることはさきにえていることはさきにえていることはさきに一般質問一般質問一般質問一般質問でもでもでもでも取取取取りりりり上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、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のするためのするためのするための助成事業助成事業助成事業助成事業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。。。。

((((4444)))) 水産業水産業水産業水産業におけるにおけるにおけるにおける原油高原油高原油高原油高のののの漁船漁船漁船漁船のののの出漁出漁出漁出漁などのなどのなどのなど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

ｱｱｱｱ 原油高原油高原油高原油高はははは漁船漁船漁船漁船のののの燃料費燃料費燃料費燃料費をををを圧迫圧迫圧迫圧迫しししし大大大大きなきなきなきな社会問題社会問題社会問題社会問題となっていることはとなっていることはとなっていることはとなっていることは御承知御承知御承知御承知のとおりであのとおりであのとおりであのとおりであ
りますりますりますります。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、燃料費高騰燃料費高騰燃料費高騰燃料費高騰によるによるによるによる漁船漁船漁船漁船のののの出漁出漁出漁出漁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、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように把握把握把握把握してしてしてして
いるのかいるのかいるのかいるのか御脱明願御脱明願御脱明願御脱明願いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 原油価格原油価格原油価格原油価格のののの高騰高騰高騰高騰によるによるによるによる影響影響影響影響をををを緩和緩和緩和緩和するためのするためのするためのするための漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営セーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネット構築事業構築事業構築事業構築事業がががが
平成平成平成平成22222222年度年度年度年度からからからからスタートスタートスタートスタートしていますがしていますがしていますがしていますが、、、、県内県内県内県内のののの利用実績利用実績利用実績利用実績やややや課題等課題等課題等課題等についておについておについておについてお伺伺伺伺いいたいいたいいたいいた
しますしますしますします。。。。

3333 八重山漁協八重山漁協八重山漁協八重山漁協のののの振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 八重山漁協八重山漁協八重山漁協八重山漁協のののの水産物加工施設水産物加工施設水産物加工施設水産物加工施設（（（（モズクモズクモズクモズク））））のののの新改築新改築新改築新改築についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 同施設同施設同施設同施設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作業作業作業作業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。。。。同施設同施設同施設同施設のののの利用状況利用状況利用状況利用状況やややや実態実態実態実態につにつにつにつ
いていていていて県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように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、、、、そしてそしてそしてそして、、、、同施設同施設同施設同施設のののの新改築新改築新改築新改築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御御御御
見解見解見解見解をおをおをおをお持持持持ちなのかちなのかちなのかちなのか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。。。。

4444 日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉についてについてについてについて

((((1111)))) 日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉についてはについてはについてはについては、、、、漁民漁民漁民漁民からからからから白紙撤回白紙撤回白紙撤回白紙撤回のののの要請要請要請要請がががが行行行行われわれわれわれ見直見直見直見直しがしがしがしが求求求求められていまめられていまめられていまめられていま
すすすす。。。。日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉でででで設定設定設定設定したしたしたした暫定執法線暫定執法線暫定執法線暫定執法線からからからから拡大拡大拡大拡大したしたしたした水域水域水域水域ははははマグロマグロマグロマグロ等等等等のののの好漁場好漁場好漁場好漁場としてとしてとしてとして知知知知
られていますがられていますがられていますがられていますが、、、、漁民漁民漁民漁民にににに何何何何のののの説明説明説明説明もなくもなくもなくもなく共同利用水域共同利用水域共同利用水域共同利用水域にににに設定設定設定設定されされされされ怒怒怒怒りとりとりとりと不満不満不満不満のののの声声声声がががが上上上上
がっていますがっていますがっていますがっています。。。。

ｱｱｱｱ 漁民漁民漁民漁民からからからから白紙撤回白紙撤回白紙撤回白紙撤回のののの要望要望要望要望がががが出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、県県県県はははは日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定のののの暫定執法線暫定執法線暫定執法線暫定執法線からからからから拡大拡大拡大拡大
水域水域水域水域のののの見直見直見直見直しをしをしをしを含含含含めめめめ白紙撤回白紙撤回白紙撤回白紙撤回するするするする考考考考えはあるのかえはあるのかえはあるのかえはあるのか、、、、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。。。。

5555 空港空港空港空港ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの増改築増改築増改築増改築についてについてについてについて
　　　　新空港新空港新空港新空港がががが開港開港開港開港してしてしてして以来以来以来以来、、、、入域客入域客入域客入域客もももも増加増加増加増加しししし、、、、５５５５月月月月のののの入域客入域客入域客入域客はははは過去最高過去最高過去最高過去最高をををを更新更新更新更新しししし、、、、国外線国外線国外線国外線ではではではでは
台湾台湾台湾台湾やややや韓国韓国韓国韓国、、、、香港香港香港香港がががが増加増加増加増加しておりますしておりますしておりますしております。。。。国外線国外線国外線国外線のののの客数客数客数客数のののの約約約約５５５５割割割割はははは台湾台湾台湾台湾からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客がががが占占占占めめめめ
ておりておりておりており、、、、航空路線航空路線航空路線航空路線のののの拡充拡充拡充拡充されたされたされたされた結果結果結果結果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。。。。今後今後今後今後、、、、台湾台湾台湾台湾をををを初初初初めめめめ国外国外国外国外からのからのからのからの観光客増観光客増観光客増観光客増
加加加加がががが予想予想予想予想されておりされておりされておりされており、、、、ターミナルターミナルターミナルターミナル施設施設施設施設のののの充実充実充実充実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、、、、県県県県としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように捉捉捉捉ええええ
ているのかているのかているのかているのか。。。。現状把握現状把握現状把握現状把握とととと今後今後今後今後のののの方針方針方針方針についておについておについておについて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。。。。

((((1111)))) ＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱのののの増改築増改築増改築増改築についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港はははは台湾等台湾等台湾等台湾等のののの外国外国外国外国からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客がががが増加増加増加増加しししし、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ施設施設施設施設となるとなるとなるとなるＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ施設施設施設施設のののの拡充拡充拡充拡充
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。。。。施設施設施設施設のののの増改築増改築増改築増改築についてについてについてについて県県県県のおのおのおのお考考考考えをおえをおえをおえ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。。。。

6666 波照間空港波照間空港波照間空港波照間空港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

((((1111)))) 日本最南端日本最南端日本最南端日本最南端のののの有人島有人島有人島有人島であるであるであるである竹富町波照間島竹富町波照間島竹富町波照間島竹富町波照間島はははは、、、、航空路線航空路線航空路線航空路線がががが廃止廃止廃止廃止となりとなりとなりとなり、、、、現在現在現在現在はははは船舶船舶船舶船舶によによによによ
るるるる往来往来往来往来しかできずしかできずしかできずしかできず、、、、海海海海がしけたがしけたがしけたがしけた場合場合場合場合はははは南海南海南海南海のののの孤島孤島孤島孤島となってしまいますとなってしまいますとなってしまいますとなってしまいます。。。。波照間空港波照間空港波照間空港波照間空港はははは航空航空航空航空
路線路線路線路線がががが廃止廃止廃止廃止となったとなったとなったとなった後後後後、、、、再開再開再開再開にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行行行行われているとわれているとわれているとわれていると思思思思われますがわれますがわれますがわれますが、、、、現状現状現状現状とととと今今今今
後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて御脱明願御脱明願御脱明願御脱明願いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町はははは波照間空港波照間空港波照間空港波照間空港をををを拠点拠点拠点拠点にしたにしたにしたにした空空空空のののの観光開発観光開発観光開発観光開発をををを推進推進推進推進することをすることをすることをすることを観光振興基本計画観光振興基本計画観光振興基本計画観光振興基本計画にににに
盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ考考考考えをえをえをえを示示示示していますがしていますがしていますがしていますが、、、、県県県県としてとしてとしてとして波照間空港波照間空港波照間空港波照間空港のののの再利用再利用再利用再利用についてどのようにおについてどのようにおについてどのようにおについてどのようにお考考考考ええええ
なのかなのかなのかなのか、、、、おおお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。。。。

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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（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 政治課題政治課題政治課題政治課題についてについてについてについて

((((1111)))) 去去去去るるるる６６６６月月月月12121212日日日日、、、、県知事初県知事初県知事初県知事初めめめめ関係市町村長関係市町村長関係市町村長関係市町村長がががが国国国国にににに対対対対しししし、、、、平成平成平成平成25252525年度軍転協緊急要請活動年度軍転協緊急要請活動年度軍転協緊急要請活動年度軍転協緊急要請活動
をされましたがをされましたがをされましたがをされましたが、、、、国側国側国側国側のののの反応反応反応反応はどうでしたかはどうでしたかはどうでしたかはどうでしたか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組んでいかれるのかんでいかれるのかんでいかれるのかんでいかれるのか。。。。

((((2222)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、６６６６月月月月23232323日日日日のののの沖縄全戦没者追悼式沖縄全戦没者追悼式沖縄全戦没者追悼式沖縄全戦没者追悼式のののの平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言のののの中中中中でででで、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの県県県県
外移設外移設外移設外移設とととと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抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを明言明言明言明言されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのそのそのその大意大意大意大意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 経済問題経済問題経済問題経済問題についてについてについてについて

((((1111)))) アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス政策政策政策政策のののの我我我我がががが沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう見見見見ているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国際貨物国際貨物国際貨物国際貨物ハブハブハブハブ化化化化はははは一応成功一応成功一応成功一応成功しているがしているがしているがしているが、、、、一方一方一方一方、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港のののの国際貨物国際貨物国際貨物国際貨物ハブハブハブハブ化化化化がががが
遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進まないまないまないまない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアとのとのとのとの経済連携経済連携経済連携経済連携をもっとをもっとをもっとをもっと積極的積極的積極的積極的にににに図図図図るべきだとるべきだとるべきだとるべきだと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 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)))) 嘉手納町関係者嘉手納町関係者嘉手納町関係者嘉手納町関係者からからからから県議会県議会県議会県議会にににに、、、、認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの要請要請要請要請がががが出出出出されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、積積積積
極的極的極的極的ににににバックアップバックアップバックアップバックアップすべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園でででで働働働働くくくく保育士保育士保育士保育士のののの平均給与平均給与平均給与平均給与はははは、、、、認可園認可園認可園認可園とととと比較比較比較比較してどうなっているかしてどうなっているかしてどうなっているかしてどうなっているか。。。。

4444 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)))) 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんについてがんについてがんについてがんについて。。。。現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。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。。。。

((((2222)))) 風疹予防対策風疹予防対策風疹予防対策風疹予防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。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経過経過経過経過とととと今後今後今後今後のののの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。。。。

5555 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) BSEBSEBSEBSE（（（（牛海綿状脳症牛海綿状脳症牛海綿状脳症牛海綿状脳症））））のののの全頭検査見直全頭検査見直全頭検査見直全頭検査見直しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 全頭検査全頭検査全頭検査全頭検査をしないでをしないでをしないでをしないで、、、、県民県民県民県民のののの食食食食のののの安全安全安全安全はははは守守守守れるのかれるのかれるのかれるのか。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国はははは各自治体各自治体各自治体各自治体にににに対対対対しししし、、、、48484848カカカカ月齢超月齢超月齢超月齢超にににに改正改正改正改正するようするようするようするよう見直見直見直見直しをしをしをしを要請要請要請要請してきているがしてきているがしてきているがしてきているが、、、、なぜななぜななぜななぜな
のかのかのかのか。。。。

ｳｳｳｳ 最初最初最初最初ののののBSEBSEBSEBSE感染感染感染感染はははは飼料飼料飼料飼料によるものだとによるものだとによるものだとによるものだと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、飼料規制飼料規制飼料規制飼料規制やややや検査検査検査検査はどうするのはどうするのはどうするのはどうするの
かかかか。。。。

((((2222)))) 公共関与公共関与公共関与公共関与によるによるによるによる産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場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、、、、現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、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はどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。

((((3333)))) 性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設立準備状況設立準備状況設立準備状況設立準備状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機関機関機関機関のののの協力協力協力協力がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、設置形態設置形態設置形態設置形態はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

6666 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 今年今年今年今年のののの４４４４月月月月、、、、５５５５月月月月のののの観光入域客観光入域客観光入域客観光入域客がががが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ約約約約10101010％％％％アップアップアップアップしたとのことですがしたとのことですがしたとのことですがしたとのことですが、、、、原因原因原因原因はははは何何何何
かかかか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策はははは。。。。

((((2222)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客はははは待待待待っていてはふえませんっていてはふえませんっていてはふえませんっていてはふえません。。。。今年度今年度今年度今年度ののののトップセールストップセールストップセールストップセールスのののの計画計画計画計画はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって
いるかいるかいるかいるか。。。。

((((3333)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客をもてなすをもてなすをもてなすをもてなす方法方法方法方法をどのようにをどのようにをどのようにをどのように計画計画計画計画しているかしているかしているかしているか。。。。

((((4444)))) 去去去去るるるる６６６６月月月月４４４４日日日日「「「「沖縄観光振興会議沖縄観光振興会議沖縄観光振興会議沖縄観光振興会議」」」」のののの初会合初会合初会合初会合がががが沖縄総合事務局内沖縄総合事務局内沖縄総合事務局内沖縄総合事務局内でででで開開開開かれましたがかれましたがかれましたがかれましたが、、、、そのそのそのその
内容内容内容内容とととと今後今後今後今後のののの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。。。。
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7777 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)))) 学力向上対策学力向上対策学力向上対策学力向上対策もももも大事大事大事大事ですがですがですがですが、、、、本県本県本県本県のののの道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育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)))) 各地域各地域各地域各地域のののの生徒生徒生徒生徒にににに自信自信自信自信とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってもらうためのってもらうためのってもらうためのってもらうための、、、、地域地域地域地域のののの歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育はどうはどうはどうはどう取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる
かかかか。。。。

((((3333)))) ＮＩＥＮＩＥＮＩＥＮＩＥのののの学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける効果効果効果効果とととと、、、、社会教育社会教育社会教育社会教育におけるにおけるにおけるにおける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はどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（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 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)))) 農林水産物流条件不利性解消事業農林水産物流条件不利性解消事業農林水産物流条件不利性解消事業農林水産物流条件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 成果成果成果成果とととと今後今後今後今後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いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 追加品目追加品目追加品目追加品目にににに対対対対するするするする県県県県のののの要望要望要望要望についてについてについてについて、、、、国国国国のののの回答回答回答回答とととと見通見通見通見通しはしはしはしは。。。。

((((2222)))) 鳥獣被害防止対策鳥獣被害防止対策鳥獣被害防止対策鳥獣被害防止対策についてについてについてについて
　　　　基金基金基金基金をををを創設創設創設創設しししし対策対策対策対策をををを講講講講ずるとずるとずるとずると思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその事業事業事業事業ののの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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 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（（（（ハウスハウスハウスハウス園芸園芸園芸園芸））））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
　　　　町村町村町村町村からからからから要望要望要望要望があるがあるがあるがある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（（（（ハウスハウスハウスハウス園芸園芸園芸園芸））））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思思思思うがうがうがうが県県県県のののの考考考考ええええ
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 国道国道国道国道・・・・県道県道県道県道のののの植栽及植栽及植栽及植栽及びびびび除草除草除草除草についてについてについてについて（（（（県管理県管理県管理県管理））））
　　　　観光立県観光立県観光立県観光立県としてとしてとしてとして、、、、国国国国・・・・県道県道県道県道のののの植栽及植栽及植栽及植栽及びびびび除草等除草等除草等除草等のののの管理管理管理管理がががが重要重要重要重要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。特特特特にににに除草除草除草除草についてはについてはについてはについては
梅雨明梅雨明梅雨明梅雨明けけけけ時時時時、、、、雑草雑草雑草雑草のののの成長成長成長成長がががが早早早早くくくく見苦見苦見苦見苦しいしいしいしい。。。。またまたまたまた、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故のののの要因要因要因要因ともなりかねないともなりかねないともなりかねないともなりかねない。。。。県県県県のののの考考考考
えとえとえとえと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。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄ををををイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション拠点拠点拠点拠点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

((((1111)))) 産業競争力会議産業競争力会議産業競争力会議産業競争力会議のののの議論議論議論議論をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、国家戦略国家戦略国家戦略国家戦略としてとしてとしてとして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ををををイノベーションイノベーションイノベーションイノベーションのののの拠点拠点拠点拠点とすることすることすることするこ
とをとをとをとを検討検討検討検討しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄がががが日本経済日本経済日本経済日本経済ののののフロントランナーフロントランナーフロントランナーフロントランナーとなるようとなるようとなるようとなるよう、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画をををを
ベースベースベースベースとしてとしてとしてとして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの優位性優位性優位性優位性・・・・潜在力潜在力潜在力潜在力をををを活用活用活用活用したしたしたした振興振興振興振興をををを講講講講ずるずるずるずる。。。。としているがとしているがとしているがとしているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと
実現性実現性実現性実現性についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 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をををを核核核核としたとしたとしたとした知的知的知的知的・・・・産業産業産業産業クラスタークラスタークラスタークラスターのののの形成形成形成形成についてについてについてについて、、、、内容内容内容内容とととと可能可能可能可能
性性性性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)))) 教授教授教授教授300300300300名名名名のののの実現等実現等実現等実現等、、、、2013201320132013年年年年５５５５月月月月10101010日日日日ののののＯＩＳＴＯＩＳＴＯＩＳＴＯＩＳＴ理事会決議理事会決議理事会決議理事会決議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いますいますいますいます。。。。

4444 越波対策越波対策越波対策越波対策についてについてについてについて
　　　　大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村からからからから国頭村国頭村国頭村国頭村にかけてのにかけてのにかけてのにかけての国道国道国道国道58585858号沿号沿号沿号沿いでいでいでいで、、、、越波越波越波越波がひどくがひどくがひどくがひどく、、、、道路道路道路道路へへへへ砂砂砂砂のののの乗乗乗乗りりりり上上上上げやげやげやげや
車両車両車両車両やややや住宅住宅住宅住宅へのへのへのへの塩害等塩害等塩害等塩害等のののの被害被害被害被害があるがあるがあるがある。。。。海岸海岸海岸海岸のののの整備整備整備整備、、、、テトラポットテトラポットテトラポットテトラポット等等等等のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要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、、、、県県県県のののの考考考考えについてえについてえについてえについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 離島離島離島離島のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒へのへのへのへの各種大会各種大会各種大会各種大会へのへのへのへの派遣費支援派遣費支援派遣費支援派遣費支援についてについてについてについて

((((1111)))) 現在現在現在現在どのようなどのようなどのようなどのような支援支援支援支援をををを行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。

((((2222)))) 今後拡充今後拡充今後拡充今後拡充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。。。。

6666 特別支援員配置特別支援員配置特別支援員配置特別支援員配置のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて
　　　　特別支援員特別支援員特別支援員特別支援員についてはについてはについてはについては現在小中学校現在小中学校現在小中学校現在小中学校でででで120120120120万円万円万円万円、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でででで70707070万円万円万円万円のののの措置措置措置措置でででで事業実施事業実施事業実施事業実施ささささ
れているれているれているれている。。。。

((((1111)))) 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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) そのそのそのその金額金額金額金額でのでのでのでの配置配置配置配置はははは無理無理無理無理があるようにがあるようにがあるようにがあるように思思思思われるわれるわれるわれる。。。。国国国国へへへへ増額増額増額増額をををを求求求求めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、県県県県においてにおいてにおいてにおいて
もももも何何何何らかのらかのらかのらかの措置措置措置措置ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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


