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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

1111 17171717分分分分 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 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についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市をををを含含含含めためためためた５５５５市市市市をををを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にににに指定指定指定指定するとのするとのするとのするとの報道報道報道報道があがあがあがあ
りりりり、、、、高付加価値高付加価値高付加価値高付加価値のものづくりのものづくりのものづくりのものづくり産業等産業等産業等産業等のののの集積集積集積集積がががが進進進進むことがむことがむことがむことが期待期待期待期待されされされされ大変喜大変喜大変喜大変喜ばしいものであるばしいものであるばしいものであるばしいものである
がががが、、、、対象区域対象区域対象区域対象区域としてとしてとしてとして指定指定指定指定されたのはなぜでしょうかされたのはなぜでしょうかされたのはなぜでしょうかされたのはなぜでしょうか。。。。

((((2222)))) 税制改正税制改正税制改正税制改正でででで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におけるにおけるにおけるにおける優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置がががが拡充拡充拡充拡充されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いているいているいているいている
がががが、、、、豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市にににに既既既既にににに立地立地立地立地しているしているしているしている企業企業企業企業やややや今後進出今後進出今後進出今後進出してくるしてくるしてくるしてくる企業企業企業企業にににに対対対対してどのようなメリットしてどのようなメリットしてどのようなメリットしてどのようなメリット
があるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうかがあるのでしょうか。。。。

((((3333)))) 沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法ではではではでは、、、、国際物流拠点産業国際物流拠点産業国際物流拠点産業国際物流拠点産業のののの集積集積集積集積をををを図図図図るためるためるためるため沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが国際物流拠点国際物流拠点国際物流拠点国際物流拠点
産業集積地域産業集積地域産業集積地域産業集積地域においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施しようとするしようとするしようとするしようとする施設施設施設施設のののの整備整備整備整備そのそのそのその他他他他のののの措置措置措置措置をををを国際物流拠点産業国際物流拠点産業国際物流拠点産業国際物流拠点産業
集積計画集積計画集積計画集積計画にににに定定定定めることとなっていますがめることとなっていますがめることとなっていますがめることとなっていますが、、、、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でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。

((((4444)))) 豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市がががが立地立地立地立地をををを想定想定想定想定しているしているしているしている空港空港空港空港にににに隣接隣接隣接隣接するするするする西海岸地区西海岸地区西海岸地区西海岸地区はははは市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域となってとなってとなってとなって
おりおりおりおり、、、、市街化市街化市街化市街化をををを促進促進促進促進しないしないしないしない程度程度程度程度（（（（規模規模規模規模））））のののの開発許可開発許可開発許可開発許可となるとなるとなるとなる。。。。物流特区物流特区物流特区物流特区としてはとしてはとしてはとしては９９９９業種業種業種業種がががが立地立地立地立地
可能可能可能可能となっているとなっているとなっているとなっている一方一方一方一方、、、、特区特区特区特区にににに見合見合見合見合うううう規模規模規模規模のののの企業集積企業集積企業集積企業集積はははは現段階現段階現段階現段階でででで厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況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はえはえはえは。。。。

2222 学校教育学校教育学校教育学校教育についてについてについてについて

((((1111)))) 日本地図日本地図日本地図日本地図のののの活用活用活用活用についてについてについてについて、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが我我我我がががが国国国国のののの領土領土領土領土についてについてについてについて正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解できるようできるようできるようできるよう領土領土領土領土
にににに関関関関するするするする教育教育教育教育をををを充実充実充実充実させることがさせることがさせることがさせることが重要重要重要重要であるとであるとであるとである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。。。。

((((2222)))) 来年来年来年来年はははは戦後戦後戦後戦後70707070年目年目年目年目になるになるになるになる。。。。沖縄県全戦没者追悼平和行進沖縄県全戦没者追悼平和行進沖縄県全戦没者追悼平和行進沖縄県全戦没者追悼平和行進にににに県内小県内小県内小県内小・・・・中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生をををを参加参加参加参加ささささ
せることについてのせることについてのせることについてのせることについての考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設（（（（国際会議場国際会議場国際会議場国際会議場））））のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 ＪＪＪＪリーグリーグリーグリーグ規格規格規格規格スタジアムスタジアムスタジアムスタジアム整備計画整備計画整備計画整備計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 県警関係県警関係県警関係県警関係についてについてについてについて

((((1111)))) 千葉県千葉県千葉県千葉県がががが移動交番移動交番移動交番移動交番をををを導入導入導入導入しししし県民県民県民県民のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のためにのためにのためにのために成功成功成功成功しているとしているとしているとしてい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、、、、県県県県
警警警警としてはとしてはとしてはとしては把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県警県警県警県警としてはとしてはとしてはとしては、、、、移動交番移動交番移動交番移動交番をををを導入導入導入導入していくしていくしていくしていく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。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

2222 17171717分分分分 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 基基基基地問地問地問地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納基嘉手納基嘉手納基嘉手納基地地地地所属所属所属所属ののののＦＦＦＦ15151515戦戦戦戦闘機闘機闘機闘機・・・・ＨＨＨＨＨＨＨＨ66660000救難救難救難救難ヘヘヘヘリリリリコプコプコプコプターなどターなどターなどターなど、、、、ことしにことしにことしにことしに入入入入りりりり米軍機米軍機米軍機米軍機によるによるによるによる部部部部
品落下品落下品落下品落下がががが相次相次相次相次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、そのそのそのその状況状況状況状況とととと政府政府政府政府のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 嘉手納基嘉手納基嘉手納基嘉手納基地地地地へへへへのののの航航航航空空空空機機機機のののの離着陸回数離着陸回数離着陸回数離着陸回数がががが2013201320132013年度年度年度年度はははは計計計計４４４４万万万万7077077077078888回回回回をををを記録記録記録記録しししし、、、、12121212年度年度年度年度をををを約約約約
１１１１万回上回万回上回万回上回万回上回りりりり（（（（22226666....9999％％％％増増増増））））10101010年度年度年度年度以降以降以降以降でででで最多最多最多最多となりとなりとなりとなり、、、、政府政府政府政府がががが言言言言うううう負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににに逆逆逆逆行行行行するするするする状況状況状況状況とととと
なっているなっているなっているなっている。。。。夜夜夜夜間間間間やややや未明未明未明未明をををを含含含含めるとさめるとさめるとさめるとさららららににににふふふふえるとえるとえるとえると言言言言わわわわれているれているれているれている。。。。訓練訓練訓練訓練移移移移転転転転やややや飛飛飛飛行制行制行制行制限限限限なななな
どでどでどでどで負抱軽減負抱軽減負抱軽減負抱軽減するとしたするとしたするとしたするとした日日日日米米米米合合合合意意意意にににに逆逆逆逆行行行行していないかしていないかしていないかしていないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 住住住住民民民民居住居住居住居住地域地域地域地域上上上上空空空空でででで飛飛飛飛行行行行訓練訓練訓練訓練のののの禁止禁止禁止禁止はははは守守守守らららられているかれているかれているかれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 教育行教育行教育行教育行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 開開開開邦邦邦邦高校高校高校高校へへへへのののの中学部中学部中学部中学部併併併併設設設設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県公公公公立高校立高校立高校立高校におけるにおけるにおけるにおける国国国国公公公公立合格者立合格者立合格者立合格者数数数数のののの推推推推移移移移についてについてについてについて((((平成平成平成平成元元元元年年年年とととと平成平成平成平成25252525年度年度年度年度とのとのとのとの比比比比
較較較較))))伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 本県本県本県本県公公公公立高校立高校立高校立高校におけるにおけるにおけるにおける難難難難関国関国関国関国公公公公立大学合格者立大学合格者立大学合格者立大学合格者数数数数とととと九州各九州各九州各九州各県県県県とのとのとのとの比較比較比較比較（（（（過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間））））にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 本県本県本県本県公公公公立高校立高校立高校立高校かかかかららららのののの東東東東大合格者大合格者大合格者大合格者数数数数のののの推推推推移移移移（（（（過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間））））をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 本県高校生本県高校生本県高校生本県高校生のののの難難難難関国関国関国関国公公公公立大学合格者立大学合格者立大学合格者立大学合格者数数数数がががが低低低低いいいい理理理理由由由由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。。。。

ｵｵｵｵ 開開開開邦邦邦邦高校高校高校高校にににに設置設置設置設置するするするする意義意義意義意義とととと目目目目的的的的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。。。。

ｶｶｶｶ 中中中中頭頭頭頭地区地区地区地区のののの高校高校高校高校へへへへのののの中学部中学部中学部中学部併併併併設設設設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)))) 学学学学力向上推力向上推力向上推力向上推進進進進室室室室設置設置設置設置についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学学学学力向上推力向上推力向上推力向上推進進進進室室室室設置設置設置設置のののの意義意義意義意義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 現現現現在在在在のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 推推推推進進進進室室室室設置設置設置設置のののの成成成成果果果果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。。。。

3333 土土土土木木木木行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港のののの県内企業県内企業県内企業県内企業のののの優優優優先先先先発発発発注注注注のののの実実実実績績績績についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの沖縄沖縄沖縄沖縄総総総総合事合事合事合事務局務局務局務局、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局及防衛局及防衛局及防衛局及びびびび沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの県内企業県内企業県内企業県内企業へへへへのののの発発発発注注注注状況状況状況状況につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 一一一一般競争般競争般競争般競争入入入入札札札札とととと指名指名指名指名競争競争競争競争入入入入札札札札のメリットとのメリットとのメリットとのメリットとデデデデメリットについてメリットについてメリットについてメリットについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 最低最低最低最低制制制制限限限限価格価格価格価格のののの引引引引きききき上上上上げげげげ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。。。。

((((5555)))) 県内企業県内企業県内企業県内企業のののの受注機受注機受注機受注機会会会会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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 下請下請下請下請業者業者業者業者（（（（特特特特記記記記事事事事項項項項にににに従従従従ってってってって））））のののの県内企業県内企業県内企業県内企業のののの優優優優先先先先活用活用活用活用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)))) 伊是伊是伊是伊是名名名名村村村村・・・・伊伊伊伊平平平平屋村屋村屋村屋村のののの架橋架橋架橋架橋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。。。。

4444 企画企画企画企画財政財政財政財政についてについてについてについて

((((1111)))) 一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの実実実実績績績績とととと市市市市町村町村町村町村のののの執執執執行行行行率率率率とととと主主主主なななな事業事業事業事業についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金をををを活用活用活用活用したしたしたした市市市市町村町村町村町村によるによるによるによる畜畜畜畜産産産産農家支援策農家支援策農家支援策農家支援策のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、母牛購母牛購母牛購母牛購入事業入事業入事業入事業などのなどのなどのなどの
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進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県離島体験離島体験離島体験離島体験促進事業促進事業促進事業促進事業についてについてについてについて

((((1111)))) 事業内容事業内容事業内容事業内容、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島へへへへのののの離島離島離島離島児童児童児童児童のののの体験体験体験体験学学学学習習習習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いたいいたいいたいいたい。。。。((((本本本本島島島島のののの文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産::::首首首首
里里里里城城城城・・・・美美美美らららら海海海海水族館水族館水族館水族館・・・・普天普天普天普天間間間間・・・・嘉手納基嘉手納基嘉手納基嘉手納基地地地地被害被害被害被害のののの状況状況状況状況などなどなどなど。。。。またはまたはまたはまたは、、、、地地地地元元元元のののの子供子供子供子供たたたたちちちちとのとのとのとの
交流交流交流交流・・・・離島離島離島離島のののの子供子供子供子供たたたたちちちちにもにもにもにもチャンチャンチャンチャンスをスをスをスを。。。。))))

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

3333 17171717分分分分 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 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの基基基基地地地地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)))) 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの返還返還返還返還にににに係係係係るるるる４４４４項項項項目目目目のののの要要要要請請請請のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 山口山口山口山口県県県県岩岩岩岩国市議会国市議会国市議会国市議会のののの「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基基基基地地地地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ためのるためのるためのるための決決決決議議議議」」」」及及及及びびびび群馬群馬群馬群馬県県県県榛東村榛東村榛東村榛東村議議議議
会会会会のののの「「「「オオオオススススプレイプレイプレイプレイにににに関関関関するするするする決決決決議議議議」」」」についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 岩岩岩岩国市議会国市議会国市議会国市議会はははは基基基基地地地地をををを抱抱抱抱えるえるえるえる全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ちちちち、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの基基基基地地地地負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを全全全全
国国国国にににに働働働働きかけるとのこときかけるとのこときかけるとのこときかけるとのこと、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄及及及及びびびび建白書建白書建白書建白書についてについてについてについて

((((1111)))) オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、建白書建白書建白書建白書がががが選挙利選挙利選挙利選挙利用用用用されていることについてされていることについてされていることについてされていることについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄「「「「建白書建白書建白書建白書」」」」をををを実現実現実現実現しししし未未未未来来来来をををを拓拓拓拓くくくく島島島島ぐぐぐぐるるるるみみみみ会議会議会議会議」」」」についてはについてはについてはについては、、、、オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄でででで島島島島ぐぐぐぐるるるるみみみみのののの
再結再結再結再結集集集集をををを呼呼呼呼びびびびかけているがスタートかけているがスタートかけているがスタートかけているがスタート時点時点時点時点かかかからオらオらオらオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄がががが崩崩崩崩れているにもかかれているにもかかれているにもかかれているにもかかわらずわらずわらずわらず、、、、
オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄をアをアをアをアピピピピーーーールルルルすることがすることがすることがすることが理解理解理解理解できないできないできないできない。。。。島島島島ぐぐぐぐるるるるみみみみのののの再結再結再結再結集集集集でででで何何何何をするのかをするのかをするのかをするのか明確明確明確明確でででで
はなくはなくはなくはなく、、、、このこのこのこの島島島島ぐぐぐぐるるるるみみみみ会議会議会議会議もももも11111111月月月月のののの県知事県知事県知事県知事選挙選挙選挙選挙にににに向向向向けけけけ再結再結再結再結集集集集することがすることがすることがすることが目目目目的的的的でありでありでありであり、、、、まさにまさにまさにまさに
オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、建白書建白書建白書建白書のののの選挙利選挙利選挙利選挙利用用用用であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((3333)))) 建白書建白書建白書建白書をををを「「「「公文書館公文書館公文書館公文書館にににに保存保存保存保存せよせよせよせよ」」」」とのとのとのとの議議議議論論論論があったががあったががあったががあったが、、、、建白書建白書建白書建白書はははは今今今今どこでどこでどこでどこで保管保管保管保管されているされているされているされている
のかのかのかのか。。。。

3333 那覇那覇那覇那覇・・・・福州友好都福州友好都福州友好都福州友好都市交流市交流市交流市交流シンボルシンボルシンボルシンボル事業事業事業事業ののののシンボルシンボルシンボルシンボル像像像像、、、、龍柱龍柱龍柱龍柱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)))) なぜなぜなぜなぜ龍柱龍柱龍柱龍柱のののの設置設置設置設置かかかか。。。。

((((2222)))) 龍及龍及龍及龍及びびびび龍柱龍柱龍柱龍柱のののの意味意味意味意味はははは。。。。

((((3333)))) このこのこのこの事業事業事業事業はははは一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金事業事業事業事業とのこととのこととのこととのことだだだだがががが、、、、そのそのそのその目目目目的的的的にににに沿沿沿沿うううう事業事業事業事業かかかか。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、日本日本日本日本はははは尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島のののの領土問領土問領土問領土問題題題題でででで中国中国中国中国とととと対立対立対立対立しししし、、、、海海海海もももも空空空空もももも極極極極度度度度のののの緊張緊張緊張緊張状状状状態態態態にありにありにありにあり、、、、
違違違違法法法法上陸上陸上陸上陸やややや実実実実効支配効支配効支配効支配をををを阻止阻止阻止阻止すすすすべべべべくくくく監視監視監視監視しているしているしているしている。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中でこのでこのでこのでこの事業事業事業事業はははは中国中国中国中国にどのよにどのよにどのよにどのよ
うなうなうなうな影響影響影響影響をををを与与与与えるかえるかえるかえるか。。。。

((((5555)))) 「「「「龍龍龍龍はははは歴代歴代歴代歴代のののの中国中国中国中国皇帝皇帝皇帝皇帝ののののシンボルシンボルシンボルシンボルでありでありでありであり中国中国中国中国人人人人はははは龍龍龍龍のののの柱柱柱柱がががが他国他国他国他国にににに建建建建っているのをっているのをっているのをっているのを見見見見れれれれ
ばばばば、、、、そのそのそのその地地地地がががが中国中国中国中国皇帝皇帝皇帝皇帝、、、、今今今今なななならららら中国中国中国中国共共共共産産産産党党党党にににに服従服従服従服従しているとしているとしているとしていると宣宣宣宣言言言言しているようにしているようにしているようにしているように感感感感じじじじるるるる」」」」、、、、
「「「「中国中国中国中国がががが沖縄沖縄沖縄沖縄をををを奪奪奪奪いいいい取取取取ろろろろうとしているうとしているうとしているうとしている今今今今、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市のののの行動行動行動行動はははは、、、、北京北京北京北京にににに利利利利用用用用されるおそれすされるおそれすされるおそれすされるおそれすらららら
あるあるあるある」」」」とととと中国中国中国中国をよくをよくをよくをよく知知知知るるるる専門専門専門専門家家家家はははは疑疑疑疑問問問問をををを持持持持っているっているっているっている。。。。このこのこのこの事業事業事業事業はははは単単単単なるなるなるなる友好都友好都友好都友好都市交流事業市交流事業市交流事業市交流事業
ではではではでは済済済済まないまないまないまない。。。。日本日本日本日本とととと中国中国中国中国のののの領土領土領土領土、、、、ささささららららにはにはにはには沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが中国中国中国中国のののの支配下支配下支配下支配下にににに置置置置かれるかれるかれるかれる状況状況状況状況をををを那那那那
覇覇覇覇市市市市がががが誘誘誘誘導導導導しているのではとしているのではとしているのではとしているのではと思思思思えてなえてなえてなえてなららららないないないない。。。。那覇那覇那覇那覇市民市民市民市民はもとよりはもとよりはもとよりはもとより沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民にとってにとってにとってにとって大変大変大変大変
憂慮憂慮憂慮憂慮すすすすべべべべきききき事事事事態態態態であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

4444 平成平成平成平成22226666年沖縄全戦没者追悼年沖縄全戦没者追悼年沖縄全戦没者追悼年沖縄全戦没者追悼式典式典式典式典についてについてについてについて

((((1111)))) 平和平和平和平和宣宣宣宣言言言言のののの趣趣趣趣旨旨旨旨及及及及びびびび宣宣宣宣言文言文言文言文のののの作作作作成成成成をををを説説説説明明明明願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 学学学学力向上力向上力向上力向上のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((1111)))) 県教育県教育県教育県教育委員委員委員委員会会会会、、、、市市市市町村町村町村町村教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会及及及及びびびび学校学校学校学校のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((2222)))) 全国全国全国全国最下最下最下最下位位位位脱脱脱脱出出出出のめどはのめどはのめどはのめどは。。。。

6666 北北北北部振興事業部振興事業部振興事業部振興事業についてについてについてについて

((((1111)))) 目目目目的的的的についてについてについてについて
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((((2222)))) 実実実実績及績及績及績及びびびび総総総総事業事業事業事業費費費費についてについてについてについて

((((3333)))) 名名名名護護護護市市市市をををを初初初初めめめめ12121212市市市市町村町村町村町村のののの対対対対応応応応についてについてについてについて

7777 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

4444 17171717分分分分 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 経済経済経済経済、、、、雇雇雇雇用対用対用対用対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、「「「「経済経済経済経済金金金金融融融融活活活活性性性性化特別地区化特別地区化特別地区化特別地区」」」」のののの対象産業対象産業対象産業対象産業をををを拡大拡大拡大拡大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、、、、内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。同同同同地区地区地区地区はははは、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況がががが続続続続いているといているといているといていると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成成成成果果果果とととと課課課課題題題題もももも含含含含めおめおめおめお聞聞聞聞
かせくかせくかせくかせくだだだださいさいさいさい。。。。

((((2222)))) 大大大大型型型型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥのののの施設施設施設施設建建建建設設設設についてについてについてについて、、、、内容内容内容内容、、、、効果及効果及効果及効果及びびびび用地用地用地用地選選選選定定定定のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 外外外外国国国国人人人人観光客観光客観光客観光客受受受受入入入入体体体体制制制制についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内のののの通訳案通訳案通訳案通訳案内内内内士士士士、、、、地域地域地域地域限限限限定定定定通訳案通訳案通訳案通訳案内内内内士士士士、、、、沖縄特沖縄特沖縄特沖縄特例例例例
通訳案通訳案通訳案通訳案内内内内士士士士のののの確保確保確保確保、、、、育成育成育成育成ははは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取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。資資資資格格格格をををを取取取取ったったったった後後後後のののの働働働働くくくく
場場場場のののの提提提提供供供供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)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県キキキキャャャャリアリアリアリアセセセセンンンンタタタタ－－－－のののの内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 「「「「県県県県外就職外就職外就職外就職活動活動活動活動支援支援支援支援事業事業事業事業」」」」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いますいますいますいます。。。。

2222 福福福福祉祉祉祉行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) こどもこどもこどもこども医療費助医療費助医療費助医療費助成事業成事業成事業成事業のののの通院通院通院通院年年年年齢齢齢齢拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて、、、、入入入入院院院院分分分分とととと同同同同じじじじようにようにようにように中学中学中学中学３３３３年生年生年生年生までまでまでまで引引引引きききき
上上上上げらげらげらげられないかれないかれないかれないか、、、、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。。。。県県県県はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで平成平成平成平成24242424年年年年10101010月月月月にににに拡充拡充拡充拡充したしたしたした入入入入院院院院分分分分のののの効効効効
果果果果をををを見見見見ききききわわわわめめめめ、、、、市市市市町村町村町村町村のののの意意意意見見見見もももも聴取聴取聴取聴取したしたしたした上上上上でででで検討検討検討検討するとしていたがどうなっているかするとしていたがどうなっているかするとしていたがどうなっているかするとしていたがどうなっているか。。。。積積積積
極的極的極的極的にににに年年年年齢齢齢齢拡充拡充拡充拡充にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ市市市市町村町村町村町村ももももふふふふえているとえているとえているとえていると思思思思うがうがうがう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。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県子子子子ども・ども・ども・ども・若若若若者者者者総総総総合合合合相相相相談談談談セセセセンンンンターターターター」」」」設置設置設置設置のののの目目目目的的的的、、、、内容内容内容内容、、、、効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「高高高高齢齢齢齢者者者者権権権権利利利利擁護擁護擁護擁護総総総総合合合合推推推推進事業進事業進事業進事業」」」」はははは大変重要大変重要大変重要大変重要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内のののの鬱病患鬱病患鬱病患鬱病患者者者者のののの推推推推移移移移及及及及びびびび支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 鬱病鬱病鬱病鬱病デイデイデイデイケケケケアのアのアのア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（（（（応応応応募募募募者者者者及及及及びびびび定定定定員員員員数数数数のののの推推推推移等移等移等移等））））とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。拡充拡充拡充拡充やややや
認認認認知行動知行動知行動知行動療療療療法法法法のののの普及普及普及普及についてはどうなっているかについてはどうなっているかについてはどうなっているかについてはどうなっているか。。。。

3333 教育行教育行教育行教育行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 英語英語英語英語立県立県立県立県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、課課課課題題題題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。教教教教えるえるえるえる側側側側のののの体体体体制制制制強強強強化化化化がががが必必必必要要要要とのとのとのとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、見見見見
解解解解をおをおをおをお聞聞聞聞かせくかせくかせくかせくだだだださいさいさいさい。。。。

((((2222)))) 学学学学力力力力全国一全国一全国一全国一のののの秋田秋田秋田秋田県県県県とのとのとのとの交流交流交流交流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（（（（内容内容内容内容、、、、効果効果効果効果）。）。）。）。

((((3333)))) 学校現場学校現場学校現場学校現場のののの教教教教員員員員かかかからららら、、、、研修研修研修研修、、、、会議会議会議会議、、、、報報報報告告告告書書書書のののの提提提提出等出等出等出等がががが多多多多くくくく、、、、本来本来本来本来、、、、取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきききき教教教教材研究材研究材研究材研究
等等等等のののの時間時間時間時間がががが確保確保確保確保できないとのできないとのできないとのできな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。。。。初任初任初任初任者者者者研修研修研修研修はははは必必必必要要要要なのかなのかなのかなのか、、、、改改改改
革革革革できるとこできるとこできるとこできるところろろろはないかおはないかおはないかおはないかお聞聞聞聞かせくかせくかせくかせくだだだださいさいさいさい。。。。

((((4444)))) キキキキャャャャリアリアリアリア教育教育教育教育のののの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。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒支援支援支援支援セセセセンンンンターターターター設置設置設置設置のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 県立高校県立高校県立高校県立高校でのでのでのでの生徒生徒生徒生徒によるによるによるによるワワワワッッッッククククスススス掛掛掛掛けのけのけのけの清掃清掃清掃清掃についてについてについてについて、、、、導入導入導入導入のののの時期時期時期時期とととと理理理理由由由由、、、、全国全国全国全国のののの実実実実態態態態をををを
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。アアアアレルレルレルレルギギギギーをーをーをーを持持持持ったったったった生徒生徒生徒生徒をををを含含含含めめめめ健康健康健康健康へへへへのののの配配配配慮慮慮慮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。。。。

((((7777)))) 私私私私学学学学におけるにおけるにおけるにおける、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの健康診断費健康診断費健康診断費健康診断費用用用用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、、、、公公公公立学校立学校立学校立学校とととと同同同同等等等等のののの助助助助成成成成がががが必必必必
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。。。。県県県県はははは、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの健康診断健康診断健康診断健康診断のののの重要重要重要重要性性性性をををを認識認識認識認識しししし、、、、前前前前向向向向きにきにきにきに
検討検討検討検討するとしていたがするとしていたがするとしていたがするとしていたが取取取取りりりり組組組組みみみみをおをおをおをお聞聞聞聞かせくかせくかせくかせくだだだださいさいさいさい。。。。

((((8888)))) 学校学校学校学校周辺周辺周辺周辺のののの通通通通学学学学路路路路のののの安全対安全対安全対安全対策策策策をををを全県全県全県全県でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、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。。。。

4444 防防防防災災災災対対対対策策策策についてについてについてについて
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((((1111)))) 学校学校学校学校及及及及びびびび地域地域地域地域のののの防防防防災災災災教育教育教育教育、、、、避避避避難訓練難訓練難訓練難訓練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)))) 避避避避難難難難困困困困難難難難地域地域地域地域のののの対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇市市市市古波蔵古波蔵古波蔵古波蔵３３３３丁丁丁丁目目目目及及及及びびびび４４４４丁丁丁丁目付目付目付目付近近近近はははは、、、、海海海海抜抜抜抜がががが低低低低くくくく、、、、避避避避難難難難時時時時にににに国道国道国道国道507507507507号号号号をををを渡渡渡渡るるるる必必必必要要要要がががが
ありありありあり、、、、地域地域地域地域やややや学校関係者学校関係者学校関係者学校関係者かかかからららら高高高高架橋架橋架橋架橋のののの設置設置設置設置がががが求求求求めめめめらららられていますれていますれていますれています。。。。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。。。。
避避避避難訓練難訓練難訓練難訓練にににに協協協協力力力力されたされたされたされた県警県警県警県警のののの御御御御意意意意見見見見もおもおもおもお聞聞聞聞かせくかせくかせくかせくだだだださいさいさいさい。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

5555 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　良俊良俊良俊良俊（（（（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 離島離島離島離島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)))) 離島航離島航離島航離島航路路路路航航航航空空空空機機機機のののの更新更新更新更新についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南北南北南北南北大大大大東村東村東村東村にににに就就就就航航航航しているしているしているしているＤＤＤＤＨＨＨＨＣＣＣＣ８８８８はははは、、、、就就就就航航航航してしてしてして17171717年年年年になりますになりますになりますになります。。。。両両両両村村村村のののの産業振興産業振興産業振興産業振興・・・・観光観光観光観光
振興振興振興振興をををを図図図図りりりり、、、、ささささららららなるなるなるなる村村村村民民民民のののの福福福福祉祉祉祉のののの向上向上向上向上にににに資資資資することかすることかすることかすることかららららもももも早急早急早急早急にににに航航航航空空空空機機機機のののの更新更新更新更新をををを推推推推進進進進
すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、新新新新機機機機種種種種についてはどのようなものかについてはどのようなものかについてはどのようなものかについてはどのようなものか。。。。またまたまたまた、、、、県県県県のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｲｲｲｲ 那覇那覇那覇那覇――――粟粟粟粟国間国間国間国間のののの航航航航空空空空機機機機はははは、、、、９９９９名名名名乗乗乗乗りのアりのアりのアりのアイイイイラララランンンンダダダダーがーがーがーが就就就就航航航航していますしていますしていますしています。。。。現現現現在在在在、、、、不不不不定期定期定期定期でででで
船船船船がががが欠欠欠欠航航航航したときにしたときにしたときにしたときに９９９９名名名名のののの定定定定員員員員しかしかしかしか搭乗搭乗搭乗搭乗できできできできずずずず、、、、離島離島離島離島のののの交交交交通条件通条件通条件通条件のののの不不不不利利利利性性性性をををを抱抱抱抱えるえるえるえる状状状状態態態態
にあるにあるにあるにある。。。。村村村村のののの人口減人口減人口減人口減少少少少をををを抑抑抑抑ええええ、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興、、、、観光観光観光観光振興振興振興振興をををを図図図図るるるる上上上上かかかかららららもももも航航航航空空空空機機機機のののの更新更新更新更新をををを早急早急早急早急
にににに推推推推進進進進すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。新新新新機機機機種種種種はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか県県県県のののの所所所所見見見見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)))) 南北南北南北南北大大大大東東東東空港空港空港空港のののの滑走路灯滑走路灯滑走路灯滑走路灯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
　　　　南北南北南北南北大大大大東東東東空港空港空港空港はははは、、、、８８８８時時時時かかかからららら11118888時時時時までのまでのまでのまでの昼昼昼昼間間間間のののの着陸着陸着陸着陸用空港用空港用空港用空港としてとしてとしてとして運運運運用用用用しているしているしているしている。。。。現現現現在在在在、、、、夜夜夜夜
間間間間急患急患急患急患がががが発生発生発生発生したときはしたときはしたときはしたときは、、、、役役役役場場場場職員職員職員職員ががががラララランンンンタタタタンンンンをををを設置設置設置設置してしてしてして急患輸送急患輸送急患輸送急患輸送をををを行行行行っているっているっているっている。。。。照照照照明明明明施施施施
設設設設のののの整備整備整備整備はははは村村村村民民民民のののの生生生生命命命命をををを守守守守るるるる上上上上かかかからららら、、、、緊緊緊緊急急急急かつかつかつかつ重要重要重要重要なことなことなことなことだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、整備整備整備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
所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 農農農農業振興業振興業振興業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農農農農地地地地・・・・水保水保水保水保全全全全管管管管理活動理活動理活動理活動支援支援支援支援事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 当該当該当該当該事業事業事業事業のののの概概概概要要要要とととと県内県内県内県内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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 現制度現制度現制度現制度のののの拡充拡充拡充拡充とととと事業事業事業事業費費費費をををを増増増増額額額額してしてしてして、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみをををを強強強強化化化化するというがするというがするというがするというが、、、、新新新新しいしいしいしい制度制度制度制度になるのかになるのかになるのかになるのか
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国のののの大大大大幅幅幅幅なななな予算予算予算予算増増増増額額額額やややや法制化法制化法制化法制化のののの動動動動きをきをきをきを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄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みみみについてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 20202020年年年年以上以上以上以上をををを経経経経過過過過したしたしたした土地改土地改土地改土地改良良良良地区地区地区地区のののの再再再再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 土地改土地改土地改土地改良良良良事業事業事業事業でででで20202020年年年年以上以上以上以上経経経経過過過過したしたしたした地区地区地区地区についてについてについてについて、、、、再再再再整備整備整備整備をををを推推推推進進進進すすすすべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県
のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄振興一沖縄振興一沖縄振興一沖縄振興一括括括括交付交付交付交付金金金金のののの沖縄沖縄沖縄沖縄公共公共公共公共投資投資投資投資交付交付交付交付金金金金でででで整備整備整備整備をををを図図図図ることはできないかることはできないかることはできないかることはできないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 商工労商工労商工労商工労働働働働行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 再再再再生生生生エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー全全全全量買量買量買量買いいいい取取取取りりりり制度制度制度制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現現現現在在在在までのまでのまでのまでの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電等等等等のののの導入実導入実導入実導入実績績績績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。。。。

ｲｲｲｲ 再再再再生生生生エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー導入導入導入導入をををを推推推推進進進進するするするする上上上上でででで、、、、どのようなことがどのようなことがどのようなことがどのようなことが課課課課題題題題となっているかとなっているかとなっているかとなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 石垣石垣石垣石垣地域地域地域地域ではではではでは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力のののの系統系統系統系統へへへへのののの接接接接続続続続においてにおいてにおいてにおいて、、、、総総総総発発発発電量電量電量電量とのとのとのとの関係関係関係関係かかかからららら買買買買いいいい取取取取りりりり量量量量
のののの制制制制限限限限をををを行行行行っているとのっているとのっているとのっているとの情情情情報報報報がありますががありますががありますががありますが、、、、実実実実情情情情はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 買買買買いいいい取取取取りりりり量量量量のののの制制制制限限限限のののの解解解解決策決策決策決策としてとしてとしてとして、、、、蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池のののの設置等設置等設置等設置等をををを義務義務義務義務づけるづけるづけるづける案案案案もあるともあるともあるともあると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており
ますがますがますがますが、、、、「「「「再再再再生生生生エネエネエネエネ買取買取買取買取法法法法」」」」でのでのでのでの位置位置位置位置づけはどうなっているかづけはどうなっているかづけはどうなっているかづけ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。。。。

ｵｵｵｵ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のようにのようにのようにのように離島離島離島離島をををを多多多多くくくく抱抱抱抱えるとこえるとこえるとこえるところろろろにおいてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、同様同様同様同様なななな事事事事態態態態ががががほほほほかのかのかのかの地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて
もももも想定想定想定想定されますされますされますされます。。。。これもこれもこれもこれも沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のようなのようなのようなのような特特特特殊殊殊殊なななな事事事事情情情情にににに起因起因起因起因しているとしているとしているとしていると言言言言えますえますえますえます。。。。このようなこのようなこのようなこのような
事事事事態態態態（（（（蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池のののの設置等設置等設置等設置等））））をををを電電電電力力力力事業者事業者事業者事業者（（（（沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力））））やややや発発発発電電電電事業者事業者事業者事業者にににに義務義務義務義務づけるのはづけるのはづけるのはづけるのは負担負担負担負担
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がががが大大大大きいときいときいときいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金等等等等をををを活用活用活用活用してしてしてして解解解解決決決決することはできないかすることはできないかすることはできないかすることはできないか伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｶｶｶｶ 本県本県本県本県のののの離島離島離島離島においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、農農農農業業業業農村農村農村農村整備事業整備事業整備事業整備事業でででで整備整備整備整備したかしたかしたかしたかんんんんがいがいがいがい施設等施設等施設等施設等のののの維持維持維持維持管管管管理理理理にににに
多多多多額額額額のののの費費費費用用用用がががが必必必必要要要要となりとなりとなりとなり、、、、市市市市町村町村町村町村、、、、土地改土地改土地改土地改良良良良区等区等区等区等がががが再再再再生生生生エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの導入導入導入導入によるによるによるによる運営運営運営運営
改改改改善善善善計画計画計画計画にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろでありますでありますでありますであります。。。。それそれそれそれららららのののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを支援支援支援支援しししし、、、、農村農村農村農村地域地域地域地域のののの活活活活
性性性性化化化化をををを図図図図るるるる観観観観点点点点かかかかららららもももも一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金によるによるによるによる事業事業事業事業のののの導入導入導入導入をををを図図図図るるるるべべべべききききだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの所所所所見見見見をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 土土土土木建木建木建木建築築築築行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 久久久久米島町米島町米島町米島町のののの謝謝謝謝名名名名堂川堂川堂川堂川拡拡拡拡幅幅幅幅整備整備整備整備についてについてについてについて
　　　　謝謝謝謝名名名名堂川堂川堂川堂川はははは、、、、久久久久米島町米島町米島町米島町のののの東東東東部部部部にににに位置位置位置位置しししし、、、、源源源源ををををフサキナフサキナフサキナフサキナ岳岳岳岳にににに発発発発しししし、、、、タタタタイイイイ原池原池原池原池をををを流流流流下下下下しししし、、、、比比比比
嘉嘉嘉嘉・・・・謝謝謝謝名名名名堂堂堂堂集集集集落落落落をををを貫貫貫貫流流流流してしてしてして東東東東シシシシナナナナ海海海海にににに注注注注ぐぐぐぐ二級河川二級河川二級河川二級河川であるであるであるである。。。。謝謝謝謝名名名名堂川堂川堂川堂川はははは川幅川幅川幅川幅がががが小小小小さいたさいたさいたさいた
めめめめ、、、、台風台風台風台風やややや豪雨豪雨豪雨豪雨によりによりによりにより久久久久米島町米島町米島町米島町役役役役場場場場やややや比嘉比嘉比嘉比嘉・・・・謝謝謝謝名名名名堂堂堂堂地区地区地区地区のののの住住住住宅宅宅宅地地地地及及及及びびびび畑畑畑畑地地地地、、、、ささささららららにににに下下下下流流流流
側側側側ののののイイイイーーーーフフフフ地区地区地区地区などでなどでなどでなどで浸浸浸浸水被害水被害水被害水被害もたもたもたもたびびびびたたたたびびびび発生発生発生発生しているしているしているしている。。。。そしてそしてそしてそして今年今年今年今年５５５５月月月月にににに「「「「重要重要重要重要水防水防水防水防区区区区
域域域域」」」」にににに指定指定指定指定されましたされましたされましたされました。。。。謝謝謝謝名名名名堂川堂川堂川堂川拡拡拡拡幅幅幅幅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工工工工事事事事ススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルについてについてについてについて県県県県のののの所所所所
見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 子子子子どもどもどもども生活生活生活生活福福福福祉祉祉祉行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「放課放課放課放課後児童後児童後児童後児童クラブクラブクラブクラブ」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「放課放課放課放課後児童後児童後児童後児童クラブクラブクラブクラブ」」」」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 現行制度現行制度現行制度現行制度でのでのでのでの施設施設施設施設のののの設備設備設備設備及及及及びびびび運営運営運営運営のののの基基基基準準準準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、、、、新新新新制度制度制度制度ではではではでは設備設備設備設備
及及及及びびびび基基基基準準準準についてはどうなるのかについてはどうなるのかについてはどうなるのかについてはどうなるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 現行現行現行現行のののの「「「「放課放課放課放課後児童後児童後児童後児童クラブクラブクラブクラブ」」」」ではではではでは、、、、対象児童対象児童対象児童対象児童がおおむがおおむがおおむがおおむねねねね10101010歳歳歳歳未未未未満満満満のののの留留留留守家守家守家守家庭庭庭庭のののの小学生小学生小学生小学生
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、、、、新新新新制度制度制度制度でのでのでのでの対象児童対象児童対象児童対象児童はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 一方一方一方一方でででで、、、、文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省はははは小学校小学校小学校小学校のののの教教教教室室室室などをなどをなどをなどを開開開開放放放放してしてしてして勉強勉強勉強勉強やややや文文文文化活動化活動化活動化活動ができるができるができるができる「「「「放課放課放課放課後後後後
子供子供子供子供教教教教室室室室」」」」をををを実施実施実施実施しているそうですがしているそうですがしているそうですがしているそうですが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄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。。。。

ｵｵｵｵ 「「「「放課放課放課放課後後後後子供子供子供子供教教教教室室室室」」」」のののの運営費補助運営費補助運営費補助運営費補助のののの費費費費用用用用負担負担負担負担割割割割合合合合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。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

6666 17171717分分分分 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

((((1111)))) 観光客観光客観光客観光客拡大拡大拡大拡大にとってにとってにとってにとって航航航航空空空空機機機機便便便便数数数数・・・・座席座席座席座席数数数数のののの拡大拡大拡大拡大確保確保確保確保はははは重要重要重要重要なななな課課課課題題題題であるであるであるである。。。。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みみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、ククククルルルルーーーーズズズズ船船船船のののの誘致誘致誘致誘致についてもについてもについてもについても伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 沖縄関沖縄関沖縄関沖縄関連連連連税制等税制等税制等税制等のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 航航航航空空空空機機機機燃料燃料燃料燃料税税税税、、、、着陸着陸着陸着陸料料料料、、、、航航航航行行行行援援援援助助助助施設施設施設施設利利利利用用用用料料料料等等等等のののの沖縄特沖縄特沖縄特沖縄特例例例例措置措置措置措置のののの観光観光観光観光等等等等にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす効効効効
果果果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。。。。

ｲｲｲｲ 本土国内本土国内本土国内本土国内線線線線はははは運賃運賃運賃運賃がががが値値値値上上上上げげげげされたとされたとされたとされたと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄便便便便のののの値値値値上上上上げげげげ状況状況状況状況とととと軽減軽減軽減軽減措置措置措置措置のののの効果効果効果効果にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、離島航離島航離島航離島航空空空空運賃運賃運賃運賃のののの動動動動向向向向についてもについてもについてもについても伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 離島離島離島離島空港空港空港空港のののの離着陸離着陸離着陸離着陸料料料料についてもについてもについてもについても、、、、６６６６分分分分のののの１１１１にににに軽減軽減軽減軽減するするするす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。。。。またまたまたまた、、、、離島離島離島離島へへへへのののの国国国国
際際際際線旅客便線旅客便線旅客便線旅客便にもにもにもにも拡充拡充拡充拡充すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 揮揮揮揮発発発発油油油油税税税税減減減減税措置税措置税措置税措置のののの延延延延長長長長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みみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 農農農農業振興業振興業振興業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 園芸作園芸作園芸作園芸作物振興物振興物振興物振興のののの平成平成平成平成33333333年度年度年度年度までのまでのまでのまでの目目目目標標標標とととと産出産出産出産出額額額額、、、、拠点産地拠点産地拠点産地拠点産地、、、、作作作作付付付付面面面面積積積積及及及及びびびび施設施設施設施設面面面面積積積積のののの
拡大等拡大等拡大等拡大等のののの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、アジアアジアアジアアジア市場市場市場市場仕仕仕仕向向向向けけけけ輸輸輸輸出出出出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
組組組組みみみみ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)))) 農農農農産物産物産物産物輸送不輸送不輸送不輸送不利利利利性性性性解解解解消消消消事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 不不不不利利利利性性性性解解解解消消消消事業事業事業事業によるによるによるによる生産生産生産生産量量量量、、、、生産生産生産生産額額額額向上向上向上向上、、、、農家所農家所農家所農家所得得得得のののの改改改改善善善善等等等等のののの事業事業事業事業効果効果効果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 過過過過疎疎疎疎・・・・離島離島離島離島かかかからららら沖縄市場沖縄市場沖縄市場沖縄市場へへへへのののの輸送費輸送費輸送費輸送費をををを不不不不利利利利性性性性解解解解消消消消事業事業事業事業のののの対象対象対象対象とすることについてとすることについてとすることについてとすることについて、、、、ほほほほとととと
んんんんどのどのどのどの市市市市町村町村町村町村かかかからららら強強強強いいいい要要要要望望望望があるがあるがあるがある。。。。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みみみをしていたをしていたをしていたをしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。

ｳｳｳｳ アジアアジアアジアアジア仕仕仕仕向向向向けのけのけのけの農農農農林林林林水水水水産物産物産物産物（（（（加加加加工工工工品品品品をををを含含含含むむむむ））））についてもについてもについてもについても事業対象事業対象事業対象事業対象とすとすとすとすべべべべきときときとき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みみみ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)))) たばこたばこたばこたばこ生産生産生産生産農家農家農家農家へへへへのののの支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ たばこたばこたばこたばこ生産生産生産生産農家農家農家農家のののの大方大方大方大方はははは後後後後継継継継者者者者がががが確保確保確保確保されされされされ地域地域地域地域をををを支支支支えているえているえているえている。。。。彼彼彼彼ららららをををを地域地域地域地域農家農家農家農家のリーのリーのリーのリー
ダダダダーとーとーとーと育成育成育成育成すすすすべべべべきときときと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みみみ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 たばこたばこたばこたばこ乾燥乾燥乾燥乾燥機機機機、、、、農機農機農機農機具具具具、、、、ママママルチルチルチルチ材材材材、、、、農農農農薬費薬費薬費薬費等等等等にににに対対対対するするするする補助補助補助補助事業事業事業事業がががが本県本県本県本県にはにはにはにはほほほほととととんんんんどなどなどなどな
いがいがいがいが、、、、九州各九州各九州各九州各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はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの今後今後今後今後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。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける死亡死亡死亡死亡家畜家畜家畜家畜処処処処理理理理のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける鉱鉱鉱鉱物物物物資源資源資源資源のののの利利利利活用計画活用計画活用計画活用計画についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海におけるにおけるにおけるにおける海海海海底底底底資源資源資源資源のののの埋埋埋埋蔵量蔵量蔵量蔵量、、、、開発開発開発開発のののの可能可能可能可能性性性性調調調調査査査査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みみみにつにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが試掘試掘試掘試掘調調調調査査査査したしたしたした天天天天然然然然ガガガガスのスのスのスの調調調調査査査査結果結果結果結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。。。。またまたまたまた、、、、宮宮宮宮古古古古島島島島でのでのでのでの調調調調査査査査結果結果結果結果とととと
利利利利活用活用活用活用にににに向向向向けたけたけたけた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みみみ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 離島離島離島離島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)))) 離島支援離島支援離島支援離島支援セセセセンンンンターのターのターのターの工工工工事事事事がおくれるとがおくれるとがおくれるとがおくれると報報報報じじじじらららられているがれているがれているがれているが、、、、来年度来年度来年度来年度かかかからららら利利利利用用用用をををを予予予予定定定定していたしていたしていたしていた
関係者関係者関係者関係者にににに何何何何ららららかのかのかのかの対対対対処処処処策策策策がとがとがとがとらららられるれるれるれるべべべべきときときと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みみみ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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((((2222)))) 宮宮宮宮古古古古圏圏圏圏域県域県域県域県営営営営公公公公園園園園計画計画計画計画のののの進捗進捗進捗進捗とととと今後今後今後今後のスのスのスのスケケケケジジジジュュュューーーールルルル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)))) 宮宮宮宮古古古古空港空港空港空港ターターターターミミミミナナナナルルルルがががが常常常常時時時時混雑混雑混雑混雑しておりしておりしておりしており拡拡拡拡張張張張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、、、、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いいい
ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、誘誘誘誘導導導導滑走路滑走路滑走路滑走路のののの整備整備整備整備もももも喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課課課課題題題題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みみみについてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((4444)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港とととと残残残残地地地地のののの利利利利活用計画活用計画活用計画活用計画はははは喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課課課課題題題題だだだだがががが、、、、県県県県のののの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみとととと今後今後今後今後のののの予予予予
定定定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。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第3333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07070707    日日日日((((月月月月))))

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

7777 17171717分分分分 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政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの５５５５年年年年以以以以内内内内運運運運用用用用停停停停止止止止」」」」のののの実現実現実現実現についてについてについてについて、、、、３３３３項項項項目目目目ににににわわわわたってたってたってたって要要要要請請請請したしたしたした
がががが、、、、実現可能実現可能実現可能実現可能性性性性のののの有無有無有無有無についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 集集集集団団団団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権をををを憲憲憲憲法法法法をををを変変変変えることなくえることなくえることなくえることなく抑抑抑抑止力止力止力止力のののの強強強強化化化化につながるとしてにつながるとしてにつながるとしてにつながるとして、、、、安安安安倍倍倍倍総総総総理理理理はははは解解解解釈釈釈釈改改改改
憲憲憲憲でででで行行行行使使使使容容容容認認認認についてについてについてについて閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定をををを行行行行うとしているがうとしているがうとしているがうとしているが、、、、知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 徴兵徴兵徴兵徴兵制制制制についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府はははは「「「「徴兵徴兵徴兵徴兵制制制制はははは平時平時平時平時であるとであるとであるとであると、、、、有有有有事事事事であるとであるとであるとであると問問問問わずわずわずわず、、、、憲憲憲憲法法法法第第第第13131313条条条条、、、、第第第第
11118888条条条条などのなどのなどのなどの規定規定規定規定のののの趣趣趣趣旨旨旨旨かかかからららら見見見見てててて、、、、許容許容許容許容されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない」」」」とととと答弁答弁答弁答弁しているがしているがしているがしているが、、、、徴兵徴兵徴兵徴兵制制制制にににに
関関関関してしてしてして知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基基基基地問地問地問地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの機機機機能能能能についてについてについてについて明明明明ららららかにされたいかにされたいかにされたいかにされたい。。。。

ｱｱｱｱ 所属所属所属所属部部部部隊隊隊隊名名名名及及及及びびびび隊隊隊隊員員員員のののの数数数数。。。。

ｲｲｲｲ 機機機機種種種種及及及及びびびび数数数数。。。。

ｳｳｳｳ 家族数及家族数及家族数及家族数及びびびび住住住住宅宅宅宅。。。。

ｴｴｴｴ 外外外外来来来来機機機機のののの飛飛飛飛来来来来回数回数回数回数。。。。

ｵｵｵｵ 滑走路滑走路滑走路滑走路のののの長長長長さ・さ・さ・さ・幅幅幅幅。。。。

((((2222)))) 自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊のののの役割役割役割役割とととと基基基基地地地地機機機機能能能能についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 1111999972727272年年年年にににに自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊はははは移移移移駐駐駐駐したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその目目目目的的的的とととと役割役割役割役割をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 陸陸陸陸、、、、海海海海、、、、空空空空のののの隊隊隊隊員員員員のののの推推推推移移移移とととと基基基基地地地地面面面面積積積積のののの推推推推移移移移。。。。

ｳｳｳｳ 陸陸陸陸、、、、海海海海、、、、空空空空のののの装装装装備備備備のののの変変変変遷遷遷遷についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍等等等等とのとのとのとの共共共共同同同同訓練訓練訓練訓練のののの推推推推移移移移及及及及びびびび共共共共同同同同使使使使用施設用施設用施設用施設のののの推推推推移移移移。。。。

ｵｵｵｵ 在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍等等等等とととと自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊のののの訓練訓練訓練訓練のののの内容内容内容内容をををを説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) キキキキャンプャンプャンプャンプ・・・・シシシシュワブュワブュワブュワブのののの水水水水域制域制域制域制限限限限区域区域区域区域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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 離島離島離島離島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)))) 一一一一括括括括交付交付交付交付金金金金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説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい（（（（南北南北南北南北大大大大東村東村東村東村、、、、伊伊伊伊江江江江村村村村、、、、伊是伊是伊是伊是名名名名村村村村、、、、伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋
村村村村）。）。）。）。

((((2222)))) 遠隔遠隔遠隔遠隔地地地地補補補補正正正正によるによるによるによる需需需需要要要要額額額額のののの推推推推移移移移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。。。。

4444 自自自自然然然然保保保保護護護護についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部部部部三三三三村村村村（（（（国国国国頭頭頭頭、、、、大大大大宜宜宜宜味味味味、、、、東東東東））））のののの自自自自然然然然保保保保護護護護にににに関関関関するするするする施施施施策策策策とととと現況現況現況現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)))) 億億億億首首首首川川川川ののののママママンンンンググググロロロローーーーブブブブのののの実実実実態態態態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 医療医療医療医療法法法法人人人人ほほほほくとくとくとくと会会会会についてについてについてについて

((((1111)))) ほほほほくとくとくとくと会会会会へへへへのののの改改改改善善善善指導指導指導指導のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


