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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727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))))

02020202月月月月25252525    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 34343434分分分分 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成８８８８年年年年６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会のののの代表質問代表質問代表質問代表質問でででで当時当時当時当時のののの自民党県議会議員翁長雄志自民党県議会議員翁長雄志自民党県議会議員翁長雄志自民党県議会議員翁長雄志はははは、、、、大田昌秀知事大田昌秀知事大田昌秀知事大田昌秀知事
にににに対対対対しししし、「、「、「、「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの保守保守保守保守・・・・革新革新革新革新というものをどのようにというものをどのようにというものをどのようにというものをどのように位置位置位置位置づけておられるのかづけておられるのかづけておられるのかづけておられるのか」」」」とととと質問質問質問質問してしてしてして
いるがいるがいるがいるが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは現在現在現在現在でもでもでもでも根根根根っからのっからのっからのっからの保守保守保守保守とととと言言言言っているっているっているっている。。。。当時当時当時当時のののの質問質問質問質問とととと関連関連関連関連しししし、、、、保守保守保守保守とととと
革新革新革新革新のののの違違違違いはどこにあるかいはどこにあるかいはどこにあるかいはどこにあるか。。。。またまたまたまた、、、、革新陣営革新陣営革新陣営革新陣営にににに支支支支えられたえられたえられたえられた現在現在現在現在においてにおいてにおいてにおいて、、、、保守本流保守本流保守本流保守本流とととと自認自認自認自認
することにすることにすることにすることに違和感違和感違和感違和感はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) またまたまたまた、、、、そのそのそのその際際際際、、、、大田知事大田知事大田知事大田知事にににに、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題にににに係係係係るるるる知事知事知事知事のののの公告縦覧代行問題公告縦覧代行問題公告縦覧代行問題公告縦覧代行問題にににに関連関連関連関連しししし、「、「、「、「原則原則原則原則とととと
してしてしてして県内移設県内移設県内移設県内移設そのものがそのものがそのものがそのものが認認認認められないのかめられないのかめられないのかめられないのか、、、、県民県民県民県民のののの反発反発反発反発があるからがあるからがあるからがあるから認認認認められないのかめられないのかめられないのかめられないのか」」」」とととと
もももも聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。今回今回今回今回のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに反対反対反対反対するするするする翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はどちらかはどちらかはどちらかはどちらか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 「「「「誇誇誇誇りあるりあるりあるりある豊豊豊豊かさかさかさかさ」」」」とはとはとはとは何何何何をををを指指指指しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2015201520152015年度沖縄振興予算関係年度沖縄振興予算関係年度沖縄振興予算関係年度沖縄振興予算関係でででで、、、、安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相やややや官房長官官房長官官房長官官房長官とのとのとのとの面談面談面談面談やそしてやそしてやそしてやそして自民党自民党自民党自民党のののの沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振
興調査会興調査会興調査会興調査会にににに出席出席出席出席できなかったとしているができなかったとしているができなかったとしているができなかったとしているが、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも予算関係予算関係予算関係予算関係でででで首相首相首相首相やややや官房長官官房長官官房長官官房長官にににに会会会会ええええ
なかったことのどこになかったことのどこになかったことのどこになかったことのどこに問題問題問題問題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、知事知事知事知事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。。。。

((((5555)))) 政治家政治家政治家政治家のののの２２２２副知事副知事副知事副知事はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ何何何何をををを担当担当担当担当しているかしているかしているかしているか。。。。政府政府政府政府とのとのとのとの調整調整調整調整やややや政党政党政党政党とのとのとのとの調整調整調整調整などなどなどなど、、、、
副知事副知事副知事副知事のののの存在存在存在存在がががが見見見見えないえないえないえない。。。。政府政府政府政府やややや政党政党政党政党とととと会会会会えないとえないとえないとえないと苦情苦情苦情苦情をををを言言言言うううう前前前前にににに副知事等副知事等副知事等副知事等のののの役職役職役職役職がががが事事事事
にににに当当当当たるべきではないかたるべきではないかたるべきではないかたるべきではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((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５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はさきのはさきのはさきのはさきの12121212月定例会月定例会月定例会月定例会でででで政府政府政府政府にににに
求求求求めるとめるとめるとめると言明言明言明言明しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、軍転協軍転協軍転協軍転協もももも政府政府政府政府にににに対対対対しししし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５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止をををを
求求求求めているめているめているめている。。。。知事知事知事知事はははは、、、、就任前就任前就任前就任前はははは否定的否定的否定的否定的なななな見解見解見解見解をををを示示示示していたがしていたがしていたがしていたが、、、、考考考考えをえをえをえを変変変変えたのかえたのかえたのかえたのか伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

2222 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)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府はははは、、、、海底海底海底海底ボーリングボーリングボーリングボーリング調査調査調査調査にににに続続続続きききき６６６６月月月月ごろまでにはごろまでにはごろまでにはごろまでには埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事をををを始始始始めるようでありめるようでありめるようでありめるようであり、、、、
移設建設工事移設建設工事移設建設工事移設建設工事はははは着々着々着々着々とととと進行進行進行進行しているしているしているしている。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる方法方法方法方法をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして阻止阻止阻止阻止するとするとするとすると
明言明言明言明言したがしたがしたがしたが、、、、現状現状現状現状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ししし、、、、どのようにどのようにどのようにどのように阻止阻止阻止阻止するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ １１１１月月月月26262626日日日日、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを検証検証検証検証するためするためするためするため外部有識者外部有識者外部有識者外部有識者でででで構成構成構成構成するするするする第三者委第三者委第三者委第三者委
員会員会員会員会がががが設置設置設置設置されされされされ、、、、検証作業検証作業検証作業検証作業がががが開開開開始始始始されたされたされたされた。。。。第三者委員会第三者委員会第三者委員会第三者委員会のののの委員委員委員委員のののの選選選選考基考基考基考基準準準準、、、、法的位置法的位置法的位置法的位置
づけづけづけづけ、、、、権限権限権限権限、、、、検証検証検証検証結果結果結果結果がががが前知事前知事前知事前知事のののの承認行承認行承認行承認行為為為為にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす効力効力効力効力、、、、現知事現知事現知事現知事にににに対対対対するするするする法的法的法的法的・・・・政治政治政治政治
的的的的縛縛縛縛りりりり等等等等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 第三者委員会第三者委員会第三者委員会第三者委員会におけるにおけるにおけるにおける検証検証検証検証結果結果結果結果がががが出出出出るのはるのはるのはるのは７７７７月月月月ごろとごろとごろとごろと言言言言わわわわれるれるれるれる中中中中、、、、ブロックブロックブロックブロックのののの海底設置海底設置海底設置海底設置
についてについてについてについて、、、、現状変現状変現状変現状変更更更更停止停止停止停止などをなどをなどをなどを沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局にににに指示指示指示指示したがしたがしたがしたが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは撤撤撤撤回回回回もももも可能可能可能可能とのとのとのとの
認識認識認識認識をををを持持持持っているようでありっているようでありっているようでありっているようであり、、、、検証作業検証作業検証作業検証作業やややや一一一一部部部部許可許可許可許可のののの作業停止指示等作業停止指示等作業停止指示等作業停止指示等でででで時間時間時間時間をををを消費消費消費消費すすすす
るよりるよりるよりるより即撤即撤即撤即撤回回回回したしたしたしたほほほほうがうがうがうが早早早早いといといといと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、ななななぜぜぜぜ撤撤撤撤回回回回をををを優先優先優先優先ささささせせせせないのかないのかないのかないのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、委員会委員会委員会委員会のののの検証作業検証作業検証作業検証作業にににに当当当当たってたってたってたって公公公公正正正正・・・・中中中中立立立立をとをとをとをと述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、検証検証検証検証結果結果結果結果にににに
よってよってよってよって法的法的法的法的にににに瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵がないとのがないとのがないとのがないとの結論結論結論結論がががが出出出出れれれればばばば、、、、移設工事移設工事移設工事移設工事をををを容容容容認認認認するというするというするというするという意味意味意味意味かかかか、、、、検証検証検証検証結結結結
果果果果にににに関係関係関係関係ななななくくくく阻止阻止阻止阻止するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢はははは変変変変わわわわらないのからないのからないのからないのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、第三者委員会設置第三者委員会設置第三者委員会設置第三者委員会設置にににに伴伴伴伴いいいい、、、、前知事前知事前知事前知事がががが承認承認承認承認するときにするときにするときにするときに政治的政治的政治的政治的判断判断判断判断もあっもあっもあっもあっ
たたたた。。。。環境環境環境環境問題問題問題問題はははは公有公有公有公有水水水水面埋立法面埋立法面埋立法面埋立法にのっとってにのっとってにのっとってにのっとってククククリリリリアアアアしなけれしなけれしなけれしなければばばばならないがならないがならないがならないが、、、、十二十二十二十二分分分分ではではではでは
なかったなかったなかったなかった等々等々等々等々、、、、瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のののの予見予見予見予見をををを示示示示しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、座座座座りりりり込込込込みみみみをををを続続続続けているけているけているけている現場現場現場現場をををを訪訪訪訪れたれたれたれた桜井桜井桜井桜井
委員委員委員委員はははは、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵をををを確実確実確実確実にににに探探探探すとすとすとすと述述述述べるなどべるなどべるなどべるなど既既既既にににに結論結論結論結論ありきのありきのありきのありきの感感感感があるがあるがあるがある。。。。結論結論結論結論ああああ
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りきのりきのりきのりきの検証作業検証作業検証作業検証作業はははは無駄無駄無駄無駄ではないかではないかではないかではないか。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 報道報道報道報道によれによれによれによればばばば、、、、辺野古移設作業辺野古移設作業辺野古移設作業辺野古移設作業へへへへのののの市市市市民民民民らによるらによるらによるらによる抗抗抗抗議議議議活動活動活動活動にににに関関関関しししし、、、、知事知事知事知事はははは、、、、海海海海上上上上保安保安保安保安
庁庁庁庁やややや県県県県警警警警のののの幹幹幹幹部部部部にににに対対対対しししし警備警備警備警備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抗抗抗抗議議議議したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、そのそのそのその際際際際、、、、県民県民県民県民のののの思思思思いがいがいがいが
抗抗抗抗議議議議にあらにあらにあらにあらわわわわれているとれているとれているとれていると述述述述べべべべ抗抗抗抗議議議議活動活動活動活動をををを正正正正当当当当化化化化しているがしているがしているがしているが、、、、抗抗抗抗議議議議活動活動活動活動はははは整整整整然然然然とととと行行行行わわわわれれれれ何何何何
のののの問題問題問題問題もなもなもなもなくくくく、、、、県県県県警警警警やややや海海海海上上上上保安保安保安保安庁庁庁庁のののの警備警備警備警備がががが過剰過剰過剰過剰であるとであるとであるとであると考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 今回今回今回今回のののの抗抗抗抗議議議議活動活動活動活動にににに対対対対しししし、、、、県県県県警警警警はははは過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備だだだだとととと非難非難非難非難されているがされているがされているがされているが、、、、市市市市民民民民らのらのらのらの抗抗抗抗議議議議のやりのやりのやりのやり方方方方
等等等等についてについてについてについて、、、、ゲゲゲゲーーーートトトト前前前前抗抗抗抗議現場議現場議現場議現場のののの状状状状況況況況とととと県県県県警警警警がががが市市市市民民民民らをらをらをらを強制排除強制排除強制排除強制排除したしたしたした理由理由理由理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。。。。

ｸｸｸｸ 抗抗抗抗議議議議活動活動活動活動へへへへのののの参加参加参加参加のののの呼呼呼呼びびびびかけがあるかけがあるかけがあるかけがある中中中中、、、、今今今今後後後後、、、、参加参加参加参加者者者者ががががふふふふえるにつれてえるにつれてえるにつれてえるにつれて過激過激過激過激派等派等派等派等のののの危危危危
険険険険なななな行行行行動動動動もももも懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが、、、、県県県県警警警警のののの今今今今後後後後のののの警備警備警備警備体体体体制制制制のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 返還返還返還返還軍用地軍用地軍用地軍用地のののの利活利活利活利活用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地以基地以基地以基地以南南南南のののの６６６６施施施施設設設設・・・・区域区域区域区域のののの返還返還返還返還にににに係係係係るるるる統合計画統合計画統合計画統合計画にににに日日日日米米米米がががが合意合意合意合意してからしてからしてからしてから２２２２年年年年近近近近くくくく経経経経
過過過過したがしたがしたがしたが、、、、計画計画計画計画のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと県県県県がががが求求求求めためためためた前前前前倒倒倒倒しししし返還返還返還返還にににに対対対対するするするする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いいい
たいたいたいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、2014201420142014年年年年末返還末返還末返還末返還予定予定予定予定ののののキャキャキャキャンンンンププププ瑞慶瑞慶瑞慶瑞慶覧覧覧覧西西西西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区についてについてについてについて、、、、琉球琉球琉球琉球大大大大学医学学医学学医学学医学部部部部
及及及及びびびび附属病院附属病院附属病院附属病院のののの移転移転移転移転やややや重粒子線重粒子線重粒子線重粒子線治治治治療施療施療施療施設設設設のののの導入導入導入導入などをなどをなどをなどを図図図図るるるる国国国国際際際際医療拠点医療拠点医療拠点医療拠点のののの形形形形成成成成をををを目目目目
指指指指しているしているしているしている。。。。用地用地用地用地のののの先先先先行行行行取得取得取得取得等作業等作業等作業等作業のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと財源確財源確財源確財源確保保保保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 県県県県がががが求求求求めるめるめるめる７７７７年以内年以内年以内年以内のののの牧港牧港牧港牧港地地地地区区区区のののの全全全全面面面面返還返還返還返還にににに向向向向けけけけ、、、、関係関係関係関係市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連連連連携携携携をををを強化強化強化強化するするするする法法法法
定協議会定協議会定協議会定協議会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、、、、進進進進展展展展状状状状況況況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。。。。

((((3333)))) 米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地騒音騒音騒音騒音問題等問題等問題等問題等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 環境補足環境補足環境補足環境補足協定協定協定協定がががが日日日日米合意米合意米合意米合意したのをしたのをしたのをしたのを受受受受けけけけ、、、、今今今今後後後後、、、、基地内立基地内立基地内立基地内立ちちちち入入入入りにりにりにりに向向向向けたけたけたけた対対対対応応応応などなどなどなど、、、、県県県県とととと
してのしてのしてのしての方方方方針針針針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、米米米米軍基地内軍基地内軍基地内軍基地内におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境問題等問題等問題等問題等へへへへ適切適切適切適切にににに対対対対応応応応するためするためするためするため、、、、ガイドライガイドライガイドライガイドラインとなるンとなるンとなるンとなる環境環境環境環境
カルテカルテカルテカルテのののの策策策策定定定定をををを検検検検討討討討しているようしているようしているようしているようだだだだがががが、、、、関係関係関係関係市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連連連連携携携携をををを含含含含めめめめ進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地ににににＦＦＦＦ16161616がががが暫暫暫暫定定定定配備配備配備配備されたことについてされたことについてされたことについてされたことについて、、、、嘉手納周嘉手納周嘉手納周嘉手納周辺自治体辺自治体辺自治体辺自治体がががが求求求求めているめているめているめている外外外外
来機来機来機来機のののの飛飛飛飛来禁来禁来禁来禁止止止止にににに逆逆逆逆行行行行するがするがするがするが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局がががが進進進進めるめるめるめる北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場のののの一一一一部部部部返還返還返還返還にににに伴伴伴伴ううううヘヘヘヘリリリリパッドパッドパッドパッド移設移設移設移設計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、作業作業作業作業
状状状状況況況況とととと完完完完成成成成のののの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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 県県県県警警警警のまとめによるとのまとめによるとのまとめによるとのまとめによると、、、、2014201420142014年年年年のののの米米米米軍軍軍軍人人人人・・・・軍軍軍軍属属属属によるによるによるによる刑刑刑刑法法法法犯犯犯犯のののの摘摘摘摘発発発発件数件数件数件数はははは復帰後最少復帰後最少復帰後最少復帰後最少
でででで、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒運転運転運転運転のののの摘摘摘摘発発発発件数件数件数件数もももも過去過去過去過去10101010年年年年でででで最少最少最少最少となったとのこととなったとのこととなったとのこととなったとのことだだだだがががが、、、、そのそのそのその要要要要因因因因についてどについてどについてどについてど
のようにのようにのようにのように分分分分析析析析しているかしているかしているかしているか、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 県内県内県内県内空港空港空港空港のののの整整整整備促備促備促備促進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路拡張那覇空港滑走路拡張那覇空港滑走路拡張那覇空港滑走路拡張整整整整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増設設設設についてはについてはについてはについては、、、、前県政前県政前県政前県政はははは最重最重最重最重要要要要課課課課題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、財源確財源確財源確財源確保等保等保等保等、、、、
懸案懸案懸案懸案事事事事項項項項もももも国国国国のののの理理理理解解解解をををを得得得得てててて早期完早期完早期完早期完成成成成をををを目目目目指指指指しているがしているがしているがしているが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは現現現現計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり推推推推進進進進
するかするかするかするか、、、、またまたまたまた、、、、見見見見直直直直しをしをしをしを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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 那覇空港施那覇空港施那覇空港施那覇空港施設設設設のののの整整整整備拡充備拡充備拡充備拡充とととと国国国国際際際際線線線線をををを含含含含めためためためた航空路線航空路線航空路線航空路線のののの確確確確保保保保・・・・維持維持維持維持についてについてについてについて、、、、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財源確財源確財源確財源確保保保保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 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国国国国際際際際物物物物流流流流、、、、航空航空航空航空整整整整備拠点備拠点備拠点備拠点、、、、産産産産業業業業化化化化をををを図図図図ることがることがることが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、、、、これまでこれまでこれまでこれまで
のののの成成成成果果果果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、今今今今後後後後どのようにどのようにどのようにどのように支支支支援援援援体体体体制制制制をををを充実強化充実強化充実強化充実強化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。。。。

ｴｴｴｴ 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港やややや那覇港那覇港那覇港那覇港をををを中核中核中核中核としてとしてとしてとして県県県県経済経済経済経済のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる発発発発展展展展をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、空空空空・・・・海海海海ロジスティクスロジスティクスロジスティクスロジスティクス
セセセセンンンンタタタターーーー整整整整備備備備、、、、臨臨臨臨空空空空・・・・臨臨臨臨港港港港型型型型エエエエンンンンタタタターーーープライプライプライプライズズズズ集積集積集積集積プロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトのののの推推推推進進進進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、、、、
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とととと具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策のののの展開展開展開展開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 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港をををを拠点拠点拠点拠点とするとするとするとするＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡのののの国国国国際際際際航空航空航空航空貨貨貨貨物物物物事業事業事業事業をををを核核核核としたとしたとしたとした沖縄沖縄沖縄沖縄国国国国際際際際物物物物流流流流ハハハハブブブブはははは、、、、事事事事
業業業業開開開開始始始始からからからから５５５５年年年年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、就就就就航航航航都都都都市市市市はははは12121212都都都都市市市市にににに達達達達しししし、、、、ますますますますますますますます拡拡拡拡大大大大がががが見見見見込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。今今今今
後後後後さらなるさらなるさらなるさらなる飛飛飛飛躍躍躍躍をををを図図図図るるるる上上上上でででで解解解解決決決決すべきすべきすべきすべき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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港のののの利活利活利活利活用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 屋良覚書屋良覚書屋良覚書屋良覚書はははは尊尊尊尊重重重重すべきとしているがすべきとしているがすべきとしているがすべきとしているが、、、、新新新新たなたなたなたな利活利活利活利活用用用用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状状状状況況況況のののの中中中中でででで足足足足かかかか
せせせせとならないかとならないかとならないかとならないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｲｲｲｲ 新新新新たなたなたなたな利活利活利活利活用用用用にににに向向向向けけけけ周周周周辺辺辺辺跡跡跡跡地地地地をををを含含含含めめめめ民間民間民間民間からからからから事業公事業公事業公事業公募募募募についてについてについてについて、、、、応応応応募募募募のののの内内内内容容容容とととと検検検検討討討討作作作作
業業業業のののの状状状状況況況況、、、、宮宮宮宮古古古古島島島島市市市市からのからのからのからの要要要要望望望望をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、結論結論結論結論のののの時時時時期期期期等等等等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 県内県内県内県内社社社社会会会会資資資資本本本本のののの整整整整備備備備についてについてについてについて

((((1111)))) 災害災害災害災害対対対対策策策策基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける社社社社会会会会資資資資本本本本・・・・産産産産業基業基業基業基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備はははは飛飛飛飛躍躍躍躍的的的的にににに進進進進展展展展しているがしているがしているがしているが、、、、今今今今後後後後４４４４年間年間年間年間でどでどでどでど
のののの分野分野分野分野にににに重点重点重点重点をををを置置置置いていていていて取取取取りりりり組組組組んんんんでいでいでいでいくくくくかかかか考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国・・・・県発県発県発県発注注注注のののの公公公公共共共共事業事業事業事業やややや米米米米軍発軍発軍発軍発注注注注工事工事工事工事についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内企企企企業業業業へへへへのののの優先優先優先優先発発発発注注注注、、、、下請下請下請下請のののの県県県県
内内内内企企企企業業業業優先優先優先優先、、、、県県県県産産産産資材資材資材資材のののの積極積極積極積極活活活活用用用用をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていっていっていっていくくくくかかかか、、、、基本方基本方基本方基本方針針針針とととと行行行行動計画動計画動計画動計画につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 災害災害災害災害にににに強強強強いまちづいまちづいまちづいまちづくくくくりとしてりとしてりとしてりとして、、、、電電電電線線線線類類類類地地地地中化中化中化中化のののの全全全全県県県県拡拡拡拡大大大大をををを図図図図るなどるなどるなどるなど停停停停電電電電対対対対策策策策がががが急急急急がれてがれてがれてがれて
いるいるいるいる。。。。21212121世紀世紀世紀世紀ビビビビジジジジョョョョンンンン基本基本基本基本計画計画計画計画にににに基基基基づづづづくくくく達達達達成成成成目目目目標標標標等等等等推推推推進進進進計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 中中中中城湾城湾城湾城湾港港港港泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬地地地地区区区区埋立事業埋立事業埋立事業埋立事業についてについてについてについて、、、、桑江桑江桑江桑江沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市長長長長のののの要要要要請請請請をををを受受受受けけけけ、、、、早期完早期完早期完早期完成成成成にににに向向向向けけけけ
事業事業事業事業のののの推推推推進進進進をををを約束約束約束約束したがしたがしたがしたが、、、、知事知事知事知事のののの支支支支持持持持団団団団体体体体にはにはにはには反対反対反対反対もありもありもありもあり理理理理解解解解がががが得得得得られるかられるかられるかられるか懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる
がががが、、、、2015201520152015年度年度年度年度実施実施実施実施予定予定予定予定のののの事業事業事業事業のののの内内内内容容容容、、、、予算予算予算予算額額額額等等等等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 那覇港那覇港那覇港那覇港湾湾湾湾のののの整整整整備促備促備促備促進進進進についてについてについてについて、、、、那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港のののの移設移設移設移設をををを含含含含めこれまでのめこれまでのめこれまでのめこれまでの計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり推推推推進進進進してしてしてして
いいいいくくくくかかかか、、、、知事知事知事知事のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 陸陸陸陸上上上上交交交交通通通通網網網網のののの整整整整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、本本本本島島島島縦縦縦縦断断断断鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道としてとしてとしてとして、、、、公設民営公設民営公設民営公設民営上上上上下下下下分分分分離離離離方方方方式式式式によるによるによるによる建設建設建設建設をををを目目目目指指指指しているがしているがしているがしているが、、、、建建建建
設整設整設整設整備備備備主主主主体体体体、、、、運営会運営会運営会運営会社社社社、、、、財源財源財源財源問題等問題等問題等問題等ククククリリリリアアアアすべきすべきすべきすべき課課課課題題題題がががが山積山積山積山積しているしているしているしている。。。。国国国国によるによるによるによる特別特別特別特別立立立立
法法法法をををを含含含含めめめめ調整調整調整調整のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道導入道導入道導入道導入調査調査調査調査費費費費はははは2015201520152015年度年度年度年度もももも引引引引きききき続続続続きききき計上計上計上計上されたがされたがされたがされたが、、、、県県県県のののの計画案策計画案策計画案策計画案策定定定定プロプロプロプロセセセセスススス検検検検討討討討
委員会委員会委員会委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、導入導入導入導入しないしないしないしない選選選選択肢択肢択肢択肢もももも含含含含めためためためた検検検検討討討討がなされたようであるがなされたようであるがなされたようであるがなされたようである。。。。2016201620162016年年年年３３３３月県月県月県月県
計画案策計画案策計画案策計画案策定定定定、、、、2020202020202020年年年年３３３３月着工月着工月着工月着工のののの県県県県計画計画計画計画はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事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をえをえをえを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルルのののの浦添延浦添延浦添延浦添延長事業長事業長事業長事業についてについてについてについて、、、、先先先先行行行行開開開開業業業業案案案案のののの検検検検討討討討やややや用地用地用地用地取得取得取得取得、、、、費費費費用用用用
対対対対効果効果効果効果のののの問題等問題等問題等問題等についてについてについてについて、、、、進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと2012012012019999年年年年春春春春のののの全線開全線開全線開全線開業業業業にににに間間間間にににに合合合合うかうかうかうか、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状
況況況況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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2222 33333333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 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興策策策策のののの推推推推進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 2015201520152015年度沖縄振興予算等年度沖縄振興予算等年度沖縄振興予算等年度沖縄振興予算等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2015201520152015年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算はははは、、、、前年度前年度前年度前年度比比比比4444....6666％％％％減減減減のののの3340334033403340億円億円億円億円でででで決決決決着着着着したしたしたした。。。。概概概概算要求算要求算要求算要求からはからはからはからは
450450450450億円億円億円億円のののの減額減額減額減額となったとなったとなったとなった。。。。このこのこのこの状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 減額減額減額減額のののの対対対対象象象象となったのはとなったのはとなったのはとなったのは一一一一括交付金括交付金括交付金括交付金がががが主主主主であるがであるがであるがであるが、、、、市町村市町村市町村市町村においてにおいてにおいてにおいて一一一一括交付金括交付金括交付金括交付金はははは独独独独自自自自
計画計画計画計画のののの施策施策施策施策がががが実施実施実施実施できるできるできるできる使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のよいものであるのよいものであるのよいものであるのよいものである。。。。減額減額減額減額のののの理由理由理由理由とととと今今今今後後後後、、、、執執執執行行行行率率率率やややや使使使使いいいい
道道道道のののの改善改善改善改善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をえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 2015201520152015年度県予算年度県予算年度県予算年度県予算についてについてについてについて、、、、翁長翁長翁長翁長カラカラカラカラーがーがーがーが反反反反映映映映されているとしているがされているとしているがされているとしているがされているとしているが、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ビビビビジジジジョョョョンにンにンにンに
基基基基づきづきづきづき前県政前県政前県政前県政がががが進進進進めていためていためていためていた主主主主要事業要事業要事業要事業とととと重重重重ならないならないならないならない翁長翁長翁長翁長カラカラカラカラーをーをーをーを出出出出したしたしたした新新新新しいしいしいしい事業事業事業事業項目項目項目項目
についてについてについてについて、、、、そのそのそのその主主主主なものをなものをなものをなものを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 前県政前県政前県政前県政はははは、、、、税収税収税収税収増増増増をををを図図図図りりりり基基基基金金金金のののの積積積積みみみみ立立立立てにてにてにてに努努努努めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが、、、、2015201520152015年度県予算年度県予算年度県予算年度県予算のののの編編編編成成成成におにおにおにお
いていていていて基基基基金金金金をどのをどのをどのをどの程程程程度度度度取取取取りりりり崩崩崩崩しししし、、、、今今今今後後後後のののの基基基基金積金積金積金積みみみみ立立立立てにてにてにてに問題問題問題問題はないかはないかはないかはないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県経済経済経済経済のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済戦略戦略戦略戦略構構構構想想想想のののの策策策策定定定定にににに向向向向けたけたけたけたプロジプロジプロジプロジェェェェクトクトクトクトチチチチーーーームムムム（（（（ＰＴＰＴＰＴＰＴ））））がががが発発発発足足足足したがしたがしたがしたが、、、、アジアアジアアジアアジア市市市市場場場場
ををををタタタターーーーゲットゲットゲットゲットとしたとしたとしたとした経済経済経済経済構構構構想想想想はははは、、、、21212121世紀世紀世紀世紀ビビビビジジジジョョョョンにおいてもンにおいてもンにおいてもンにおいても主主主主要要要要目目目目標標標標となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、前県政前県政前県政前県政
においてもにおいてもにおいてもにおいても実実実実現現現現にににに向向向向けたけたけたけた構構構構想想想想やややや施策施策施策施策がががが検検検検討討討討されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。今回今回今回今回のののの構構構構想想想想策策策策定定定定はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
計画計画計画計画とととと何何何何がががが違違違違いいいい、、、、どのようなどのようなどのようなどのような特色特色特色特色をををを出出出出そうとしているかそうとしているかそうとしているかそうとしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 北中北中北中北中城城城城村村村村泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬ゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場跡跡跡跡でででで建設建設建設建設がががが進進進進むむむむイイイイオオオオンンンンモモモモーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄ライカライカライカライカムムムムについてについてについてについて、、、、県内県内県内県内最最最最大大大大
のののの売売売売りりりり場面場面場面場面積積積積をををを持持持持つつつつ巨巨巨巨大大大大商商商商業業業業施施施施設設設設がががが出現出現出現出現することですることですることですることで、、、、周周周周辺自治体辺自治体辺自治体辺自治体はははは戦戦戦戦々々々々恐恐恐恐々々々々としていとしていとしていとしてい
るるるる。。。。このこのこのこの施施施施設設設設がががが開開開開業業業業することですることですることですることで県県県県経済経済経済経済へへへへのののの波波波波及効果及効果及効果及効果とととと周周周周辺自治体辺自治体辺自治体辺自治体へへへへのののの影響影響影響影響をどのようにをどのようにをどのようにをどのように
分分分分析析析析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。。。。

ｳｳｳｳ 米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地跡跡跡跡地地地地をををを利活利活利活利活用用用用したしたしたした大大大大規模規模規模規模なななな商商商商業業業業施施施施設等設等設等設等はははは、、、、これからもこれからもこれからもこれからも建設建設建設建設されるとされるとされるとされると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、
周周周周辺辺辺辺をををを海海海海でででで囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた本県本県本県本県のののの市市市市場場場場規模規模規模規模はははは限限限限定定定定されているされているされているされている。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの施施施施設設設設・・・・地地地地
域域域域間間間間でででで客客客客のののの奪奪奪奪いいいい合合合合いいいい、、、、パイパイパイパイのののの配配配配分分分分をめをめをめをめぐぐぐぐりりりり、、、、結果一結果一結果一結果一方方方方のののの繁栄繁栄繁栄繁栄はははは他他他他方方方方のののの衰退衰退衰退衰退につながらなにつながらなにつながらなにつながらな
いかいかいかいか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 県県県県はははは、、、、米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地返還後返還後返還後返還後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試試試試算算算算をををを示示示示しているしているしているしている。。。。普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場でででで現在現在現在現在のののの
32323232倍倍倍倍、、、、牧港補牧港補牧港補牧港補給給給給地地地地区区区区でででで13131313倍倍倍倍、、、、那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港でででで36363636倍倍倍倍とととと、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの返還返還返還返還予定地予定地予定地予定地におけるにおけるにおけるにおける直直直直接接接接
経済効果経済効果経済効果経済効果となっているとなっているとなっているとなっている。。。。一一一一方方方方でででで、、、、周周周周辺辺辺辺市町村市町村市町村市町村へへへへのののの影響影響影響影響はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。周周周周辺辺辺辺市町村市町村市町村市町村のののの購買購買購買購買
人人人人口口口口のののの減減減減少少少少やややや商店街商店街商店街商店街、、、、小売小売小売小売業等業等業等業等のののの落落落落ちちちち込込込込みみみみをどのようにをどのようにをどのようにをどのように分分分分析析析析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。。。。

ｵｵｵｵ 県県県県がががが求求求求めていためていためていためていた駐留駐留駐留駐留軍用地軍用地軍用地軍用地のののの土土土土地地地地先先先先行行行行取得取得取得取得のののの優優優優遇措遇措遇措遇措置置置置拡充拡充拡充拡充３３３３項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、揮揮揮揮発発発発油油油油
税税税税のののの軽減措軽減措軽減措軽減措置置置置延延延延長長長長期期期期間間間間もももも５５５５年年年年にににに延延延延長長長長されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、要要要要望望望望どおりどおりどおりどおり認認認認められためられためられためられた。。。。自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連もももも３３３３
年年年年からからからから５５５５年年年年へへへへのののの延延延延長長長長をををを強強強強くくくく求求求求めていたものであるめていたものであるめていたものであるめていたものである。。。。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評価評価評価評価するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県財財財財政政政政のののの健健健健全化全化全化全化をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、行行行行財財財財政政政政改改改改革革革革のののの推推推推進進進進はははは重重重重要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、第第第第７７７７次次次次県行県行県行県行財財財財政政政政改改改改革革革革
プラプラプラプランにンにンにンに基基基基づづづづくくくく県行県行県行県行財財財財政政政政改改改改革革革革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とととと、、、、またまたまたまた、、、、自民党自民党自民党自民党はははは議会議会議会議会においてもにおいてもにおいてもにおいても行行行行財財財財政政政政
改改改改革革革革をををを進進進進めるめるめるめる必必必必要要要要性性性性からからからから議員定議員定議員定議員定数数数数のののの削減削減削減削減をををを主主主主張張張張しているがしているがしているがしているが、、、、行行行行財財財財政政政政改改改改革革革革をををを推推推推進進進進するするするする観観観観
点点点点からからからから、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 海海海海洋資洋資洋資洋資源源源源のののの開開開開発発発発とととと科科科科学学学学技術技術技術技術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)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける天天天天然然然然ガスガスガスガスのののの試掘試掘試掘試掘調査調査調査調査やややや沖縄沖縄沖縄沖縄周周周周辺海辺海辺海辺海域域域域のののの豊豊豊豊富富富富なななな海海海海洋資洋資洋資洋資源源源源がががが注注注注目目目目されているされているされているされている
がががが、、、、県県県県独独独独自自自自のののの取取取取りりりり組組組組みみみみやややや国国国国によるによるによるによる調査調査調査調査・・・・開開開開発発発発をををを含含含含めめめめ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調査調査調査調査がががが行行行行わわわわ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。。。。
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((((2222)))) 海海海海洋資洋資洋資洋資源源源源のののの宝庫宝庫宝庫宝庫とととと言言言言わわわわれるれるれるれる沖縄沖縄沖縄沖縄周周周周辺海辺海辺海辺海域域域域でででで、、、、平成平成平成平成24242424年年年年３３３３月月月月、、、、伊是伊是伊是伊是名海名海名海名海穴穴穴穴においてにおいてにおいてにおいて大大大大規規規規
模模模模なななな海底海底海底海底熱熱熱熱水水水水鉱床鉱床鉱床鉱床のののの新新新新鉱鉱鉱鉱体体体体がががが発見発見発見発見されたされたされたされた。。。。これについてこれについてこれについてこれについて、、、、中国中国中国中国、、、、韓韓韓韓国国国国がががが資資資資源源源源のののの権利権利権利権利をををを主主主主
張張張張しししし国国国国連連連連にににに権利権利権利権利主主主主張張張張のののの書書書書面面面面をををを送送送送っているようっているようっているようっているようだだだだがががが、、、、今今今今後後後後のののの調査調査調査調査・・・・開開開開発発発発にににに影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県がががが進進進進めるめるめるめるククククリーンリーンリーンリーンエネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの推推推推進進進進についてについてについてについて、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電、、、、風風風風力力力力発発発発電電電電、、、、ババババイイイイオマオマオマオマススススエネエネエネエネ
ルルルルギギギギーーーー等等等等のののの普普普普及及及及・・・・実実実実用用用用化化化化にににに向向向向けたけたけたけた研究研究研究研究・・・・実実実実証証証証実実実実験験験験のののの成成成成果果果果とととと改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき課課課課題等題等題等題等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 観光観光観光観光振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい観光観光観光観光・リ・リ・リ・リゾゾゾゾーーーートトトト地地地地のののの形形形形成成成成についてについてについてについて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄らしいとはらしいとはらしいとはらしいとは具具具具体的体的体的体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのようなイイイイメメメメーーーージジジジをををを
描描描描いているかいているかいているかいているか。。。。県県県県がががが目目目目指指指指すすすす世界世界世界世界的的的的なリなリなリなリゾゾゾゾーーーートトトト観光観光観光観光地地地地のののの形形形形成成成成とのとのとのとの違違違違いいいい、、、、知事知事知事知事のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考
えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 前県政前県政前県政前県政とととと同様同様同様同様、、、、2021202120212021年度年度年度年度をめどにをめどにをめどにをめどに観光客観光客観光客観光客1000100010001000万万万万人人人人超超超超、、、、観光収観光収観光収観光収入入入入１１１１兆円超兆円超兆円超兆円超をををを目目目目指指指指すとしてすとしてすとしてすとして
いるがいるがいるがいるが、、、、目目目目標達標達標達標達成成成成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でででで違違違違いはあるかいはあるかいはあるかいはあるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 観光観光観光観光のののの質質質質のののの向上向上向上向上、、、、観光観光観光観光関連関連関連関連産産産産業業業業のののの所所所所得向上得向上得向上得向上をををを図図図図るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、これはこれはこれはこれは歴歴歴歴代県政代県政代県政代県政がががが重点重点重点重点
的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた課課課課題題題題であるであるであるである。。。。方方方方策策策策についてのについてのについてのについて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とととと具具具具体的体的体的体的にににに展開展開展開展開するするするする施施施施
策策策策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)))) カジカジカジカジノノノノのののの導入導入導入導入にににに反対反対反対反対をををを表明表明表明表明しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県がこれまでがこれまでがこれまでがこれまで検検検検討討討討をををを進進進進めてきためてきためてきためてきた統合統合統合統合リリリリゾゾゾゾーーーートトトト計画計画計画計画
そのものをそのものをそのものをそのものを白紙白紙白紙白紙にににに戻戻戻戻すのかすのかすのかすのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ（（（（ユニバユニバユニバユニバーーーーササササルルルル・・・・ススススタタタタジジジジオオオオ・・・・ジャパジャパジャパジャパンンンン））））のののの誘致誘致誘致誘致をををを目目目目指指指指すとしているすとしているすとしているすとしている。。。。ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪはははは、、、、カジカジカジカジノノノノをををを含含含含
むむむむ統合統合統合統合リリリリゾゾゾゾーーーートトトト（（（（ＩＲＩＲＩＲＩＲ））））にににに参入参入参入参入方方方方針針針針もあるようもあるようもあるようもあるようだだだだがががが、、、、懸念懸念懸念懸念はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 大大大大型型型型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設のののの建設場建設場建設場建設場所所所所についてについてについてについて、、、、前県政前県政前県政前県政でででで豊見豊見豊見豊見城城城城市市市市豊豊豊豊崎崎崎崎とととと与与与与那那那那原原原原・・・・西西西西原原原原町町町町ママママリンリンリンリンタタタタ
ウウウウンンンン東浜東浜東浜東浜のののの２２２２カカカカ所所所所にににに絞絞絞絞られていたがられていたがられていたがられていたが変変変変更更更更はないかはないかはないかはないか。。。。またまたまたまた、、、、候候候候補補補補地地地地のののの決決決決定定定定のののの時時時時期期期期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)))) 船舶観光船舶観光船舶観光船舶観光上上上上陸陸陸陸許可制許可制許可制許可制度度度度ががががススススタタタターーーートトトトしたしたしたした。。。。これによりこれによりこれによりこれにより外外外外国人国人国人国人クルクルクルクルーーーーズズズズ船旅客船旅客船旅客船旅客のののの出出出出入国手入国手入国手入国手続続続続
がががが簡素簡素簡素簡素化化化化されるがされるがされるがされるが、、、、交交交交通手通手通手通手段段段段やややや通通通通訳訳訳訳案案案案内内内内などなどなどなど、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制へへへへのののの懸念懸念懸念懸念もももも聞聞聞聞かれるかれるかれるかれる。。。。県県県県のののの
対対対対策策策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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 離島離島離島離島・・・・過過過過疎疎疎疎地地地地域域域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)))) 離島離島離島離島力力力力のののの向上向上向上向上をををを掲掲掲掲げげげげているがているがているがているが、、、、前県政前県政前県政前県政８８８８年間年間年間年間のののの離島離島離島離島振興振興振興振興実実実実績績績績についてのについてのについてのについての評価評価評価評価とととと、、、、翁長県翁長県翁長県翁長県
政政政政としてとしてとしてとして、、、、多多多多くくくくのののの離島離島離島離島をををを抱抱抱抱えさまえさまえさまえさまざざざざまなまなまなまな課課課課題題題題がががが山積山積山積山積しているしているしているしている本県本県本県本県離島離島離島離島のののの振興振興振興振興をどのようにをどのようにをどのようにをどのように
図図図図っていっていっていっていくくくくかかかか、、、、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。。。。

((((2222)))) スカイスカイスカイスカイママママーーーーククククのののの撤撤撤撤退退退退にににに伴伴伴伴いいいい那覇那覇那覇那覇・・・・石垣石垣石垣石垣線線線線などなどなどなど、、、、離島離島離島離島航空路線航空路線航空路線航空路線のののの運運運運賃引賃引賃引賃引きききき上上上上げげげげがががが懸念懸念懸念懸念されされされされ
ているているているている。。。。宮宮宮宮古古古古・・・・石垣石垣石垣石垣のののの５５５５市町村市町村市町村市町村はははは航空航空航空航空会会会会社社社社にににに運運運運賃賃賃賃のののの現状現状現状現状維持維持維持維持をををを要要要要請請請請しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県のののの対対対対
応応応応とととと今今今今後後後後のののの見見見見通通通通しししし、、、、またまたまたまた、、、、宮宮宮宮古古古古・・・・那覇線那覇線那覇線那覇線にににに適適適適用用用用するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄離島住離島住離島住離島住民等民等民等民等交交交交通通通通ココココストストストスト負負負負担担担担軽減軽減軽減軽減事事事事
業業業業をををを含含含含むむむむ支支支支援援援援のののの拡拡拡拡大大大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。。。。

((((3333)))) 島島島島々々々々のののの伝伝伝伝統統統統文文文文化化化化をををを生生生生かしたかしたかしたかした音音音音楽楽楽楽、、、、芸芸芸芸能能能能、、、、デザデザデザデザイイイインンンンファファファファッッッッショショショションなどンなどンなどンなど、、、、ククククリリリリエエエエーーーーティブティブティブティブ産産産産業業業業のののの
担担担担いいいい手手手手育育育育成成成成へへへへのののの支支支支援援援援についてについてについてについて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの島島島島々々々々のののの状状状状況況況況にににに沿沿沿沿ったったったった具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策やややや財源財源財源財源のののの
確確確確保保保保をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図るかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 漂漂漂漂着着着着ごごごごみみみみ問題問題問題問題のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな対対対対策策策策についてはについてはについてはについては、、、、一一一一義義義義的的的的にににに国国国国のののの対対対対応応応応がががが必必必必要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県としとしとしとし
てててて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対対対対策策策策がとれるかがとれるかがとれるかがとれるか、、、、効果効果効果効果的的的的なななな方方方方策策策策はははは見見見見つかるかつかるかつかるかつかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 農林農林農林農林水産水産水産水産業業業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)))) 農林農林農林農林水産水産水産水産業業業業のののの人人人人材材材材育育育育成成成成及及及及びびびび技術技術技術技術開開開開発等発等発等発等をををを支支支支援援援援しししし、、、、６６６６次次次次産産産産業業業業及及及及びびびびフフフフロロロロンンンンティアティアティアティア型型型型産産産産業業業業などなどなどなど
付付付付加加加加価価価価値値値値をををを持持持持ったったったった産産産産業業業業をををを育育育育成成成成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、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの本県本県本県本県農林農林農林農林水産水産水産水産業業業業のののの振興振興振興振興策策策策をををを
踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えとえとえとえと具具具具体的体的体的体的なななな施策展開施策展開施策展開施策展開をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業業業業取取取取りりりり決決決決めめめめ交交交交渉渉渉渉がががが物物物物別別別別れにれにれにれに終終終終わわわわりりりり、、、、2015201520152015年以年以年以年以降降降降のののの操操操操業業業業ルルルルーーーールルルル策策策策定定定定がおがおがおがおくくくくれていれていれていれてい
るるるる。。。。排排排排他他他他的的的的経済水域経済水域経済水域経済水域（（（（ＥＥＥＥＥＥＥＥＺＺＺＺ））））のののの境境境境界界界界線線線線でもでもでもでも双双双双方方方方のののの対立対立対立対立はははは解解解解消消消消されていないされていないされていないされていない。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの交交交交
渉渉渉渉のののの経経経経緯緯緯緯とととと今今今今後後後後のののの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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2015201520152015年度年度年度年度ののののササササトトトトウウウウキキキキビビビビ交付金交付金交付金交付金はははは現行現行現行現行とととと同額同額同額同額でででで決決決決着着着着したがしたがしたがしたが、、、、さとうきさとうきさとうきさとうきびびびび増産増産増産増産基基基基金金金金ははははセセセセーーーーフフフフ
ティティティティネネネネットットットット基基基基金金金金としてとしてとしてとして継継継継続続続続されたされたされたされた。。。。今今今今後後後後のののの県内県内県内県内ササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農農農農家家家家へへへへのののの影響影響影響影響をををを含含含含めめめめ県県県県のののの認識認識認識認識をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 県県県県警警警警関係関係関係関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県警警警警はははは、、、、全国全国全国全国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて飲酒飲酒飲酒飲酒運転運転運転運転をををを取取取取りりりり締締締締まるまるまるまる対対対対策策策策室室室室をををを設置設置設置設置したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと全全全全
国国国国ワワワワーーーーストストストストからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却をををを目目目目指指指指すすすす上上上上でででで、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みみみみとどのようなとどのようなとどのようなとどのような違違違違いがいがいがいが出出出出せせせせるかるかるかるか伺伺伺伺いいいい
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たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 飲酒飲酒飲酒飲酒運転根運転根運転根運転根絶絶絶絶にににに向向向向けけけけ、、、、関係関係関係関係機機機機関等関等関等関等とのとのとのとの連連連連携携携携がががが進進進進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、、、、過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの飲酒飲酒飲酒飲酒絡絡絡絡みみみみ
のののの事事事事故故故故等等等等件数件数件数件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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 昨昨昨昨今今今今、、、、自転自転自転自転車車車車運転運転運転運転のののの粗暴粗暴粗暴粗暴さがさがさがさが目目目目にににに余余余余るがるがるがるが、、、、取取取取りりりり締締締締まりのまりのまりのまりの現状現状現状現状とととと自転自転自転自転車車車車運転運転運転運転絡絡絡絡みみみみのののの人人人人身身身身事事事事
故故故故等等等等、、、、全国全国全国全国とのとのとのとの比比比比較較較較をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727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))))

02020202月月月月25252525    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 33333333分分分分 花城花城花城花城　　　　大輔大輔大輔大輔（（（（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 教育教育教育教育・・・・文文文文化化化化・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ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)))) 教育教育教育教育のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 30303030人人人人以以以以下下下下学学学学級級級級、、、、少人数学少人数学少人数学少人数学級級級級のののの推推推推進進進進についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと今今今今後後後後のののの推推推推進進進進目目目目標標標標とととと
達達達達成時成時成時成時期期期期等等等等をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 子子子子供供供供のののの給給給給食食食食費無費無費無費無料料料料化化化化やややや教育教育教育教育費費費費のののの負負負負担担担担軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて推推推推進進進進するするするする必必必必要要要要があるががあるががあるががあるが、、、、今今今今後後後後どのよどのよどのよどのよ
うにうにうにうに取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県教育教育教育教育庁庁庁庁はははは導入導入導入導入をををを検検検検討討討討していたしていたしていたしていた県外大県外大県外大県外大学学学学にににに進進進進学学学学するするするする県出県出県出県出身身身身者者者者へへへへのののの給付型給付型給付型給付型奨奨奨奨学学学学金金金金につにつにつにつ
いていていていて、、、、見見見見送送送送ったとのことであるがったとのことであるがったとのことであるがったとのことであるが、、、、方方方方針針針針をををを変変変変えたのかえたのかえたのかえたのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とたとたとたとたくくくくましいましいましいましい体体体体をををを育育育育むむむむ上上上上でででで家家家家庭教育庭教育庭教育庭教育がががが重重重重要要要要となるがとなるがとなるがとなるが、、、、家家家家庭庭庭庭・・・・学学学学校校校校・・・・地地地地域域域域のののの連連連連携携携携やややや
一一一一体的体的体的体的取取取取りりりり組組組組みみみみ体体体体制制制制をどのようにをどのようにをどのようにをどのように構構構構築築築築していしていしていしていくくくくかかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 本本本本島島島島中中中中部部部部のののの公立公立公立公立小小小小学学学学校校校校でででで、、、、担任担任担任担任教師教師教師教師によるによるによるによる児童児童児童児童へへへへのいのいのいのいじじじじめがめがめがめが発発発発覚覚覚覚したしたしたした。。。。しかもしかもしかもしかも６６６６カカカカ月間月間月間月間
ににににわわわわたっていたっていたっていたっていじじじじめをめをめをめを繰繰繰繰りりりり返返返返していたというしていたというしていたというしていたという。。。。このこのこのこの問題問題問題問題のののの経経経経緯緯緯緯とととと学学学学校校校校・・・・教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会のののの対対対対応応応応はははは
適切適切適切適切であったかであったかであったかであったか、、、、児童児童児童児童本本本本人人人人、、、、保保保保護護護護者者者者へへへへのののの対対対対応応応応、、、、問題問題問題問題教師教師教師教師にににに対対対対するするするする処処処処分分分分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。。。。

ｶｶｶｶ 文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省はははは、、、、公立公立公立公立小小小小中学中学中学中学校校校校のののの統合統合統合統合にににに係係係係るるるる手手手手引書引書引書引書をををを公表公表公表公表したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、そのそのそのその概概概概要要要要とそれとそれとそれとそれ
をををを受受受受けけけけ本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける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)))) 文文文文化化化化・・・・ススススポポポポーーーーツツツツのののの振興振興振興振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2020202020202020年年年年東東東東京五輪京五輪京五輪京五輪・・・・パラパラパラパラリンリンリンリンピピピピックックックックやややや世界世界世界世界レレレレベベベベルルルルのののの大会等大会等大会等大会等にににに本県出本県出本県出本県出身身身身選手選手選手選手のののの参加参加参加参加をををを実実実実現現現現
するためするためするためするため、、、、選手選手選手選手のののの育育育育成成成成やややや強化強化強化強化にににに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考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄独独独独自自自自のののの伝伝伝伝統統統統文文文文化活動化活動化活動化活動をををを支支支支えるえるえるえる基基基基盤盤盤盤のののの形形形形成成成成についてについてについてについて、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと具具具具体的体的体的体的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ
施策施策施策施策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 沖縄沖縄沖縄沖縄芸芸芸芸能能能能のののの新新新新たなたなたなたな拠点拠点拠点拠点づづづづくくくくりがりがりがり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、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現状現状現状現状とととと将将将将来来来来のののの見見見見通通通通しししし
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 子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支支支支援援援援についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国やややや県県県県がががが目目目目指指指指すすすす2012012012017777年度年度年度年度末末末末までのまでのまでのまでの保保保保育育育育所所所所入入入入所所所所待待待待機機機機児童児童児童児童解解解解消消消消についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける達達達達
成成成成のののの見見見見通通通通しとしとしとしと保保保保・・・・幼幼幼幼・・・・小小小小のののの連連連連携携携携によるによるによるによる沖縄沖縄沖縄沖縄型型型型幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育についてについてについてについて、、、、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たいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 2015201520152015年度年度年度年度からからからから３３３３歳歳歳歳からからからから５５５５歳歳歳歳のののの幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの年間保年間保年間保年間保育料育料育料育料がががが大大大大幅幅幅幅にににに引引引引きききき下下下下げげげげられるようられるようられるようられるようだだだだがががが、、、、実実実実
施施施施されたされたされたされた場場場場合合合合のののの本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける対対対対象世象世象世象世帯帯帯帯数数数数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)))) 2015201520152015年度年度年度年度からからからから実施実施実施実施されるされるされるされる子子子子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて支支支支援制援制援制援制度度度度についてについてについてについて、、、、制制制制度度度度のののの概概概概要要要要とととと幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの放放放放
課後課後課後課後クラブクラブクラブクラブ（（（（学学学学童童童童））））利利利利用用用用にににに影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 那覇市那覇市那覇市那覇市はははは、、、、2016201620162016年度年度年度年度にもにもにもにも市市市市内内内内のののの公立公立公立公立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園をををを市市市市営営営営のののの認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園とととと公設民営公設民営公設民営公設民営のののの認定認定認定認定こどこどこどこど
もももも園園園園にににに移行移行移行移行するするするする計画計画計画計画のようのようのようのようだだだだがががが、、、、移行移行移行移行によるによるによるによるメメメメリリリリットットットットとととと他他他他のののの市町村市町村市町村市町村のののの実施実施実施実施状状状状況況況況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。。。。

((((5555)))) 障障障障害害害害認定認定認定認定ができないができないができないができない子子子子供供供供たちのたちのたちのたちの安安安安全確全確全確全確保保保保、、、、保保保保育士育士育士育士のののの負負負負担担担担軽減軽減軽減軽減のためののためののためののための保保保保育育育育ササササポポポポーーーートトトト事事事事
業業業業やややや保保保保育士養育士養育士養育士養成成成成校校校校のののの学学学学生生生生にににに対対対対するするするする支支支支援援援援事業事業事業事業のののの継継継継続続続続・・・・拡充拡充拡充拡充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をえをえをえを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

3333 地地地地域域域域福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療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
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((((1111)))) 産産産産婦婦婦婦人人人人科科科科やややや小小小小児児児児科科科科医医医医師不師不師不師不足足足足解解解解消消消消にににに向向向向けどのようにけどのようにけどのようにけどのように取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、具具具具体的体的体的体的なななな施策施策施策施策をををを展開展開展開展開していしていしていしてい
くくくくかかかか、、、、知事知事知事知事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をえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院のののの経経経経営営営営形形形形態態態態をををを維持維持維持維持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、、、、これまでこれまでこれまでこれまで県県県県がががが検検検検討討討討してきたしてきたしてきたしてきた県立県立県立県立病院病院病院病院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、、、、白紙白紙白紙白紙にににに戻戻戻戻すということかすということかすということかすということか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 地地地地域医療域医療域医療域医療連連連連携携携携体体体体制制制制のののの構構構構築築築築によるによるによるによる医療医療医療医療体体体体制制制制のののの整整整整備備備備、、、、かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医師師師師制制制制度度度度のののの普普普普及及及及とととと医療機医療機医療機医療機
関関関関ネネネネットットットットワワワワーーーークククク化化化化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、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、地地地地域市町村域市町村域市町村域市町村のののの役役役役割割割割とととと位置位置位置位置
づけづけづけづけ、、、、民間民間民間民間医療機医療機医療機医療機関関関関をををを含含含含めためためためた連連連連携携携携体体体体制制制制をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていっていっていっていくくくくかかかか、、、、考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 高齢高齢高齢高齢者者者者向向向向けのけのけのけのササササーーーービビビビスススス付付付付きききき高齢高齢高齢高齢者者者者住住住住宅宅宅宅・・・・施施施施設設設設などでなどでなどでなどで、、、、不不不不必必必必要要要要ななななササササーーーービビビビススススのののの提供提供提供提供などなどなどなど悪悪悪悪質質質質
なななな対対対対応応応応がががが全国全国全国全国的的的的にににに問題問題問題問題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、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状状状状況況況況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。。。。

((((5555)))) 北北北北部部部部２２２２病院病院病院病院のののの統合統合統合統合問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、県立県立県立県立病院病院病院病院のののの位置位置位置位置づけとづけとづけとづけと地地地地域市町村域市町村域市町村域市町村やややや民間民間民間民間病院病院病院病院のののの役役役役割割割割
をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、今今今今後後後後検検検検討討討討するにするにするにするに当当当当たってのたってのたってのたっての課課課課題題題題にににに
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。。。。

((((6666)))) 政府政府政府政府のののの調査調査調査調査によれによれによれによればばばば、、、、2025202520252025年度年度年度年度にににに介護介護介護介護職員職員職員職員はははは全国全国全国全国でででで30303030万万万万人人人人不不不不足足足足するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。本県本県本県本県にににに
おけるおけるおけるおける介護介護介護介護職員職員職員職員のののの充足充足充足充足状状状状況況況況とととと今今今今後後後後のののの確確確確保保保保計画計画計画計画、、、、またまたまたまた、、、、介護介護介護介護職員職員職員職員のののの労働労働労働労働環境環境環境環境のののの改善改善改善改善をどのをどのをどのをどの
ようにようにようにように図図図図っていっていっていっていくくくくかかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 県県県県性性性性暴暴暴暴力力力力被被被被害害害害者者者者ワワワワンンンンストップストップストップストップ支支支支援援援援セセセセンンンンタタタターについてーについてーについてーについて、、、、設置設置設置設置にににに至至至至ったったったった経経経経緯緯緯緯とととと現現現現実実実実のののの相談体相談体相談体相談体
制制制制にににに対対対対するするするする関係者関係者関係者関係者からのからのからのからの不満不満不満不満へへへへのののの対対対対応応応応、、、、今今今今後後後後のののの改善改善改善改善のののの方方方方向向向向等等等等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 雇雇雇雇用用用用失失失失業問題業問題業問題業問題についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの完全完全完全完全失失失失業業業業率率率率はははは全国全国全国全国にににに比比比比べべべべ依依依依然然然然高高高高いいいい水準水準水準水準にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、2011201120112011年年年年からからからから完全完全完全完全失失失失業業業業率率率率はははは３３３３年年年年
連続連続連続連続でででで低低低低下下下下しししし、、、、雇雇雇雇用用用用環境環境環境環境はははは大大大大ききききくくくく好好好好転転転転しているしているしているしている。。。。一一一一方方方方でででで本県本県本県本県はははは、、、、中中中中小小小小零細零細零細零細企企企企業業業業がががが圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的
にににに多多多多いこともありいこともありいこともありいこともあり県内就職県内就職県内就職県内就職はははは厳厳厳厳しいしいしいしい事情事情事情事情にあるにあるにあるにある。。。。さらなるさらなるさらなるさらなる雇雇雇雇用用用用環境環境環境環境のののの改善改善改善改善にににに向向向向けどのようにけどのようにけどのようにけどのように
取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか、、、、基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県はははは、、、、中中中中小小小小零細零細零細零細企企企企業業業業がががが多多多多くくくくをををを占占占占めるめるめるめる県内県内県内県内企企企企業業業業のののの状状状状況況況況ややややココココーーーールルルルセセセセンンンンタタタターなどーなどーなどーなど非正非正非正非正規規規規雇雇雇雇用用用用
をををを多多多多用用用用するするするする県内進出県内進出県内進出県内進出・・・・立地立地立地立地企企企企業等業等業等業等のののの多多多多さからさからさからさから、、、、非正非正非正非正規規規規雇雇雇雇用用用用のののの増加増加増加増加というというというという課課課課題題題題がががが浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りとりとりとりと
なっているなっているなっているなっている。。。。このようなこのようなこのようなこのような状状状状況況況況においてにおいてにおいてにおいて、、、、正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用のののの拡拡拡拡大大大大、、、、所所所所得得得得のののの向上向上向上向上などなどなどなど雇雇雇雇用用用用のののの質質質質のののの改善改善改善改善
をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていっていっていっていくくくくかかかか、、、、具具具具体的方体的方体的方体的方策策策策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)))) 本県本県本県本県のののの雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題としてとしてとしてとして、、、、若若若若者者者者のののの就職就職就職就職後後後後３３３３年以内年以内年以内年以内のののの離離離離職職職職率率率率のののの高高高高さやさやさやさや雇雇雇雇用用用用ののののミミミミススススママママッッッッチチチチがががが指指指指
摘摘摘摘されているがされているがされているがされているが、、、、現状現状現状現状とどのようなとどのようなとどのようなとどのような対対対対策策策策がががが効果効果効果効果的的的的ととと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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、東東東東京京京京一一一一極集極集極集極集中中中中をををを是是是是正正正正するためするためするためするため、、、、2015201520152015年度年度年度年度からからからから５５５５年間年間年間年間でででで地方地方地方地方にににに30303030万万万万人人人人分分分分のののの若若若若者者者者のののの
雇雇雇雇用用用用をををを創創創創出出出出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、、、、具具具具体的体的体的体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような支支支支援援援援やややや施策施策施策施策をををを展開展開展開展開するとしているかするとしているかするとしているかするとしているか、、、、まままま
たたたた、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける活活活活用用用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。。。。

5555 自自自自殺殺殺殺者対者対者対者対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 今月今月今月今月３３３３日日日日、、、、県県県県がががが行行行行ったったったった「「「「自自自自殺殺殺殺者対者対者対者対策策策策にににに関関関関するするするする県民県民県民県民意意意意識調査識調査識調査識調査」」」」でででで、「、「、「、「自自自自殺殺殺殺をををを考考考考えたえたえたえた」」」」というというというという成成成成
人人人人男女男女男女男女がががが16161616％％％％いたといういたといういたといういたという記記記記事内事内事内事内容容容容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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 近近近近年年年年、、、、自自自自殺殺殺殺者者者者のののの数数数数はははは、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度222277778888名名名名、、、、26262626年度年度年度年度もももも同同同同じじじじくくくく222277778888名名名名とととと横横横横ばばばばいのいのいのいの状状状状況況況況でででで、、、、増加増加増加増加
にはにはにはには歯歯歯歯止止止止めがかかっためがかかっためがかかっためがかかった感感感感があるがあるがあるがある。。。。それでもそれでもそれでもそれでも多多多多くくくくのののの自自自自殺殺殺殺者者者者がががが存在存在存在存在するといったするといったするといったするといった現状現状現状現状にににに対対対対してしてしてして
県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対対対対策策策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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 今月今月今月今月３３３３日日日日、、、、国国国国のののの26262626年度年度年度年度補正補正補正補正予算予算予算予算がががが成立成立成立成立したしたしたした。。。。そのそのそのその中中中中でででで内内内内閣閣閣閣府府府府はははは自自自自殺殺殺殺者対者対者対者対策策策策としてとしてとしてとして25252525億円億円億円億円
計上計上計上計上しているしているしているしている。。。。このこのこのこの件件件件についてについてについてについて、、、、県県県県のののの活活活活用方法用方法用方法用方法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 県内県内県内県内産産産産業業業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)))) 県内県内県内県内産産産産業業業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、、、、県内県内県内県内中中中中小小小小零細零細零細零細企企企企業業業業のののの経経経経営底営底営底営底上上上上げげげげにににに向向向向けたけたけたけた対対対対策策策策とととと製造製造製造製造業業業業のののの誘誘誘誘
致致致致・・・・立地立地立地立地をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図るかるかるかるか、、、、基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 既既既既存存存存のののの物物物物流流流流、、、、経済経済経済経済特特特特区区区区、、、、地地地地域制域制域制域制度度度度をををを改善改善改善改善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、、、、これまでこれまでこれまでこれまで進進進進めてきためてきためてきためてきた特特特特区区区区等等等等のののの
制制制制度度度度のどこにのどこにのどこにのどこに問題問題問題問題があってがあってがあってがあって、、、、何何何何をどのようにをどのようにをどのようにをどのように改善改善改善改善するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県へへへへのののの台台台台湾湾湾湾からのからのからのからの投投投投資資資資がががが相相相相次次次次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、そのそのそのその背景背景背景背景ににににカジカジカジカジノノノノ合合合合法法法法化化化化をををを見見見見越越越越したしたしたした先先先先行行行行投投投投
資資資資とのとのとのとの指指指指摘摘摘摘もあるもあるもあるもある。。。。またまたまたまた、、、、恩恩恩恩納通納通納通納通信信信信所跡所跡所跡所跡地地地地ににににホホホホテルテルテルテルととととカジカジカジカジノノノノのののの複複複複合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトト（（（（ＩＲＩＲＩＲＩＲ））））整整整整備計画備計画備計画備計画もももも
表面表面表面表面化化化化しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの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。。。。

7777 地地地地域域域域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)))) 地地地地域域域域商店街商店街商店街商店街のののの空空空空洞洞洞洞化化化化やややや空空空空きききき店店店店舗舗舗舗のののの解解解解消消消消をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、地地地地元元元元商店主商店主商店主商店主やややや商店街商店街商店街商店街組合組合組合組合等等等等とととと自治自治自治自治
体体体体がががが一一一一体体体体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり組組組組みみみみによるによるによるによる商店街商店街商店街商店街のののの魅魅魅魅力力力力づづづづくくくくりがりがりがりが重重重重要要要要とととと言言言言わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける
空空空空きききき店店店店舗舗舗舗等地等地等地等地域域域域商店街衰退商店街衰退商店街衰退商店街衰退のののの現状現状現状現状とそのとそのとそのとその要要要要因因因因・・・・背景背景背景背景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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市やややや名名名名護護護護市市市市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地地地地元元元元によるによるによるによる活活活活性性性性化策化策化策化策をををを展開展開展開展開するなどするなどするなどするなど努努努努力力力力しているがしているがしているがしているが、、、、依依依依然然然然
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空空空空きききき店店店店舗舗舗舗のののの改善改善改善改善にはつながってないにはつながってないにはつながってないにはつながってない。。。。県県県県をををを含含含含めこれまでめこれまでめこれまでめこれまで実施実施実施実施したしたしたした活活活活性性性性化策化策化策化策がががが効果効果効果効果をををを上上上上げげげげ
ていないていないていないていない要要要要因因因因はははは何何何何かかかか、、、、新新新新たなたなたなたな方方方方策策策策はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。


