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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28282828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23232323    日日日日((((火火火火))))

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 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設問題移設問題移設問題移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古移設建設問題辺野古移設建設問題辺野古移設建設問題辺野古移設建設問題についてはについてはについてはについては、、、、３３３３件件件件のののの裁判裁判裁判裁判でででで国国国国とととと県県県県がががが争争争争うううう事態事態事態事態となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このようなこのようなこのようなこのような
事態事態事態事態にににに至至至至ったことについてったことについてったことについてったことについて、、、、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。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事はいずれのはいずれのはいずれのはいずれの裁判裁判裁判裁判でもでもでもでも裁判裁判裁判裁判
所所所所のののの判断判断判断判断にはにはにはには従従従従うかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟でででで判決判決判決判決がががが出出出出たたたた場合場合場合場合、、、、県県県県のののの２２２２つのつのつのつの訴訴訴訴えのえのえのえの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに
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。。。。

((((2222)))) ３３３３件件件件のののの訴訟訴訟訴訟訴訟をををを抱抱抱抱えたえたえたえた状況状況状況状況でででで、、、、担当職員担当職員担当職員担当職員のののの負担負担負担負担もももも増大増大増大増大しししし、、、、訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用もももも相当額相当額相当額相当額にににに上上上上るとるとるとると思思思思わわわわ
れるれるれるれる。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの訴訟訴訟訴訟訴訟ごとのごとのごとのごとの弁護士費用弁護士費用弁護士費用弁護士費用、、、、そのそのそのその他他他他のののの費用等費用等費用等費用等、、、、内訳内訳内訳内訳をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題基地問題基地問題基地問題をををを語語語語るるるる際際際際、、、、銃剣銃剣銃剣銃剣とブルドーザーととブルドーザーととブルドーザーととブルドーザーと過去過去過去過去のののの歴史歴史歴史歴史をををを持持持持ちちちち出出出出しししし、、、、0000....6666％％％％
のののの面積面積面積面積にににに73737373....8888％％％％ものものものもの基地基地基地基地をををを押押押押しつけられているしつけられているしつけられているしつけられている。。。。民主主義民主主義民主主義民主主義がないなどとがないなどとがないなどとがないなどと批判批判批判批判をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして
いるがいるがいるがいるが、、、、このこのこのこの知事知事知事知事のののの言動言動言動言動からするとからするとからするとからすると、、、、知事知事知事知事はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの全全全全てのてのてのての基地基地基地基地のののの撤去撤去撤去撤去をををを言言言言っているのっているのっているのっているの
かかかか。。。。またはまたはまたはまたは、、、、どのどのどのどの程度程度程度程度のののの基地基地基地基地がががが返還返還返還返還、、、、整理縮小整理縮小整理縮小整理縮小されればされればされればされれば知事知事知事知事はははは受受受受けけけけ入入入入れられるのかれられるのかれられるのかれられるのか、、、、伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは、、、、去去去去るるるる15151515日日日日のののの代執行訴訟第代執行訴訟第代執行訴訟第代執行訴訟第４４４４回口頭弁論終了後回口頭弁論終了後回口頭弁論終了後回口頭弁論終了後のののの会見会見会見会見でででで、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所からからからから示示示示されたされたされたされた２２２２
案案案案のうちのうちのうちのうち、、、、暫定案暫定案暫定案暫定案についてについてについてについて、、、、受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに前向前向前向前向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、暫定案暫定案暫定案暫定案をををを受受受受けけけけ入入入入
れるメリットとれるメリットとれるメリットとれるメリットと、、、、根本案根本案根本案根本案にににに難色難色難色難色をををを示示示示すすすす理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 仮仮仮仮にににに暫定案暫定案暫定案暫定案をををを受受受受けけけけ入入入入れてもれてもれてもれても、、、、国国国国とのとのとのとの協議協議協議協議はははは物別物別物別物別れにれにれにれに終終終終わるわるわるわる公算公算公算公算がががが強強強強いいいい。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、またまたまたまた
裁判闘争裁判闘争裁判闘争裁判闘争にににに入入入入ることとなるがることとなるがることとなるがることとなるが、、、、そのそのそのその間間間間、、、、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返還返還返還返還はさらにおくれるはさらにおくれるはさらにおくれるはさらにおくれる結果結果結果結果となるとなるとなるとなる。。。。
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やややや早期返還早期返還早期返還早期返還にににに影響影響影響影響しないかしないかしないかしないか、、、、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たいたいた
いいいい。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事はははは、、、、代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟でででで敗訴敗訴敗訴敗訴したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、判決判決判決判決にににに従従従従うとうとうとうと明言明言明言明言しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその従従従従うとはうとはうとはうとは、、、、そのそのそのその
後後後後、、、、国国国国がががが変更承認変更承認変更承認変更承認のののの申請申請申請申請をしたをしたをしたをした場合場合場合場合、、、、申請要件申請要件申請要件申請要件にににに従従従従ってってってって認認認認めることもめることもめることもめることも含含含含まれるとまれるとまれるとまれると考考考考えていえていえていえてい
いかいかいかいか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、県弁護団県弁護団県弁護団県弁護団のののの弁護士弁護士弁護士弁護士はははは、「、「、「、「今回今回今回今回のののの訴訟訴訟訴訟訴訟のほうがのほうがのほうがのほうが本筋的本筋的本筋的本筋的なななな手続手続手続手続だだだだ、、、、法律家法律家法律家法律家としとしとしとし
てててて、、、、このこのこのこの訴訟訴訟訴訟訴訟をやらないをやらないをやらないをやらない選択肢選択肢選択肢選択肢はないはないはないはない」」」」とととと質問質問質問質問にににに答答答答えているがえているがえているがえているが、、、、県県県県がががが訴訟訴訟訴訟訴訟をををを提起提起提起提起するするするする必必必必要要要要
性性性性ががががああああるかどうかのるかどうかのるかどうかのるかどうかの判断判断判断判断はははは、、、、どこでどこでどこでどこで決定決定決定決定するのかするのかするのかするのか、、、、弁護団弁護団弁護団弁護団がががが決定決定決定決定するのかするのかするのかするのか、、、、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。。。。

((((8888)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを抱抱抱抱えるえるえるえる佐喜眞宜佐喜眞宜佐喜眞宜佐喜眞宜野野野野湾市湾市湾市湾市長長長長はははは、、、、国国国国とととと県県県県、、、、宜宜宜宜野野野野湾市湾市湾市湾市でででで構成構成構成構成するするするする、、、、普天間飛行普天間飛行普天間飛行普天間飛行
場負担場負担場負担場負担軽減推進軽減推進軽減推進軽減推進会議会議会議会議のののの早期早期早期早期開催開催開催開催についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府にににに働働働働きかけるようきかけるようきかけるようきかけるよう要請要請要請要請ががががああああるがるがるがるが、、、、知事知事知事知事のののの
対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 知事知事知事知事はははは、、、、代執行訴訟第代執行訴訟第代執行訴訟第代執行訴訟第４４４４回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論回口頭弁論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危険性危険性危険性危険性をををを除除除除去去去去するためにするためにするためにするために現実現実現実現実的的的的
なななな実現可能実現可能実現可能実現可能なななな方方方方法法法法のののの考考考考えをえをえをえを持持持持っているかとのっているかとのっているかとのっているかとの質問質問質問質問にににに対対対対しししし、、、、県県県県外外外外移設移設移設移設というというというという考考考考えはえはえはえは持持持持っていっていっていってい
るがるがるがるが、、、、具体具体具体具体的的的的にどこかというのはないとにどこかというのはないとにどこかというのはないとにどこかというのはないと答答答答えているえているえているえている。。。。そのことはそのことはそのことはそのことは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを阻阻阻阻止止止止すればすればすればすれば
普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場はははは県県県県外外外外にににに移設移設移設移設されるということかされるということかされるということかされるということか、、、、そのそのそのその根根根根拠拠拠拠はははは何何何何かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((10101010))))知事知事知事知事はははは、、、、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本本本本土引土引土引土引きききき受受受受けについてけについてけについてけについて、、、、みみみみずからずからずからずから要請要請要請要請活活活活動動動動をををを行行行行うことにうことにうことにうことに否否否否定的定的定的定的
ででででああああるがるがるがるが、、、、県内県内県内県内マスコミマスコミマスコミマスコミのののの調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、秋田秋田秋田秋田県県県県やややや滋賀滋賀滋賀滋賀県県県県がががが国国国国にににに受受受受けけけけ入入入入れれれれ協議協議協議協議をををを打診打診打診打診ささささ
れてもれてもれてもれても柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応するとするとするとすると回答回答回答回答しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、九州九州九州九州やややや大大大大阪阪阪阪などでなどでなどでなどで基地基地基地基地引引引引きききき取取取取りのりのりのりの活活活活動動動動をををを
行行行行っているっているっているっている市市市市民団民団民団民団体体体体もももも出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。知事知事知事知事はははは、、、、国国国国のののの問題問題問題問題とととと一蹴一蹴一蹴一蹴するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなく、、、、みみみみずからもずからもずからもずからも
要請要請要請要請にににに動動動動くくくく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、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 宜宜宜宜野野野野湾市湾市湾市湾市長長長長選挙選挙選挙選挙のののの結果結果結果結果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１１１１月月月月24242424日日日日投開票投開票投開票投開票されたされたされたされた宜宜宜宜野野野野湾市湾市湾市湾市長長長長選挙選挙選挙選挙についてについてについてについて、、、、現現現現職職職職のののの佐喜眞淳市佐喜眞淳市佐喜眞淳市佐喜眞淳市長長長長がががが5857585758575857票票票票のののの
大大大大差差差差でででで再選再選再選再選されたがされたがされたがされたが、、、、このこのこのこの結果結果結果結果についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事はど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。。。。

((((2222)))) 今回今回今回今回のののの市市市市長長長長選選選選でででで、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地建設基地建設基地建設基地建設反対反対反対反対をををを前面前面前面前面にににに打打打打ちちちち出出出出したしたしたしたオオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄候補候補候補候補がががが負負負負けれけれけれけれ
ばばばば、、、、翁翁翁翁長県長県長県長県政政政政にとってにとってにとってにとって、、、、直近直近直近直近のののの民民民民意意意意はははは辺野古辺野古辺野古辺野古容容容容認認認認だということになるとのだということになるとのだということになるとのだということになるとの危機感危機感危機感危機感ががががああああったとったとったとったと
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言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、オオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄候補候補候補候補がががが敗敗敗敗れたことでれたことでれたことでれたことで辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題についてについてについてについて民民民民意意意意がががが変変変変わったとわったとわったとわったと
のののの認識認識認識認識ははははああああるかるかるかるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) オオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄側側側側はははは、、、、佐喜眞陣営佐喜眞陣営佐喜眞陣営佐喜眞陣営がががが辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの是非是非是非是非をををを回回回回避避避避するするするする争争争争点隠点隠点隠点隠しにしにしにしに終終終終始始始始したとしてしたとしてしたとしてしたとして
いるがいるがいるがいるが、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも知事知事知事知事がががが支援支援支援支援したしたしたした候補候補候補候補者者者者はははは、、、、辺野古移設建設辺野古移設建設辺野古移設建設辺野古移設建設にににに明明明明確確確確にににに反対反対反対反対するとするとするとすると公公公公約約約約しししし、、、、
知事知事知事知事もももも辺野古移設建設辺野古移設建設辺野古移設建設辺野古移設建設阻阻阻阻止止止止のののの争争争争点化点化点化点化でででで会見会見会見会見するなどするなどするなどするなど、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの争争争争点化点化点化点化をををを言言言言いいいい出出出出しししし
たのはたのはたのはたのは、、、、オオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄側側側側ででででああああるるるる。。。。争争争争点化点化点化点化してしてしてして敗敗敗敗北北北北したことについてしたことについてしたことについてしたことについて、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、知事知事知事知事はははは、、、、緊急緊急緊急緊急会議会議会議会議でででで私私私私もももも先先先先頭頭頭頭にににに立立立立つつつつ。。。。公公公公務務務務はなるはなるはなるはなるべべべべくくくく副副副副知事知事知事知事にににに任任任任せせせせ、、、、宜宜宜宜
野野野野湾湾湾湾にににに入入入入るとるとるとると、、、、奮起奮起奮起奮起をををを促促促促しししし、、、、またまたまたまた、、、、過去過去過去過去のののの知事知事知事知事とととと比比比比べべべべてもてもてもても例例例例がないほどがないほどがないほどがないほど連連連連日日日日、、、、市市市市内入内入内入内入りしてりしてりしてりして
志村候補志村候補志村候補志村候補をををを応援応援応援応援しししし、、、、みみみみずからずからずからずから企業企業企業企業やややや戸戸戸戸別別別別訪訪訪訪問問問問しししし説得説得説得説得してしてしてして回回回回っていたようだがっていたようだがっていたようだがっていたようだが、、、、現現現現職職職職のののの県知県知県知県知
事事事事としてとしてとしてとして、、、、公職公職公職公職選挙選挙選挙選挙法法法法にににに触触触触れないかれないかれないかれないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事ががががみみみみずからずからずからずから先先先先頭頭頭頭にににに立立立立ってってってって応援応援応援応援したしたしたしたオオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄候補候補候補候補がががが、、、、自自自自公公公公候補候補候補候補にににに大大大大差差差差でででで敗敗敗敗れたれたれたれた。。。。そそそそ
のののの現実現実現実現実にににに直直直直面面面面してもしてもしてもしても、、、、知事知事知事知事はこれからもはこれからもはこれからもはこれからもオオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄をををを言言言言いいいい続続続続けるのかけるのかけるのかけるのか、、、、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進備促進備促進備促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 2016201620162016年度年度年度年度のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興予振興予振興予振興予算算算算でででで那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路増設事増設事増設事増設事業業業業費費費費もももも要求要求要求要求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。。。。
埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに伴伴伴伴うううう石材石材石材石材のののの搬搬搬搬入入入入をををを規制規制規制規制するするするする県県県県条例条例条例条例にににに基基基基づづづづきききき届届届届けけけけ出出出出たがたがたがたが、、、、今後今後今後今後のののの作業作業作業作業のののの進進進進
展展展展、、、、完成完成完成完成時期時期時期時期へへへへのののの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。。。。

ｲｲｲｲ 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港はははは、、、、将来将来将来将来のののの観光客観光客観光客観光客1000100010001000万人万人万人万人受受受受けけけけ入入入入れにはさらなるれにはさらなるれにはさらなるれにはさらなる航空便航空便航空便航空便のののの増増増増加加加加がががが必必必必要要要要となとなとなとな
るるるる。。。。そのためそのためそのためそのため国国国国におけるにおけるにおけるにおける離発着離発着離発着離発着回回回回数数数数のののの増増増増加加加加にににに備備備備えたえたえたえた駐機駐機駐機駐機場増設場増設場増設場増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、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

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内国内国内国内線旅客線旅客線旅客線旅客タタタターーーーミナミナミナミナルルルルビビビビルとルとルとルと国際国際国際国際線旅客線旅客線旅客線旅客タタタターーーーミナミナミナミナルルルルビビビビルをつなルをつなルをつなルをつなぐタぐタぐタぐターーーーミナミナミナミナルルルル
のののの増設増設増設増設をををを計画計画計画計画しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、何何何何度度度度もももも増設増設増設増設をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく1000100010001000万人万人万人万人受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに
対応対応対応対応できるできるできるできる、、、、思思思思いいいい切切切切ったったったった計画計画計画計画をををを打打打打ちちちち出出出出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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 下下下下地地地地島空港島空港島空港島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 下下下下地地地地島空港島空港島空港島空港のののの利活利活利活利活用用用用についてはについてはについてはについては、、、、４４４４つのつのつのつの利活利活利活利活用用用用候補候補候補候補事事事事業業業業をををを選選選選定定定定したがしたがしたがしたが、、、、利活利活利活利活用用用用はははは空港空港空港空港
整整整整備備備備だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、離島振興計画離島振興計画離島振興計画離島振興計画とととと整合整合整合整合性性性性をををを持持持持たたたたせせせせることがることがることがることが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか、、、、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。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、４４４４候補候補候補候補事事事事業業業業についてについてについてについて、、、、全全全全てててて実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性ががががああああ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、、、、県県県県のののの方針方針方針方針としてとしてとしてとして４４４４候補候補候補候補
事事事事業業業業をををを全全全全てててて採採採採用用用用することもすることもすることもすることもああああるかるかるかるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、利活利活利活利活用用用用候補候補候補候補となっているとなっているとなっているとなっている企業企業企業企業からからからから、、、、下下下下地地地地島空港島空港島空港島空港をををを国際国際国際国際・・・・国内国内国内国内旅客旅客旅客旅客受受受受けけけけ入入入入
れをれをれをれを行行行行うううう旅客旅客旅客旅客タタタターーーーミナミナミナミナルルルル施施施施設設設設をををを整整整整備備備備しししし、、、、国内国内国内国内外外外外のののの航空路線航空路線航空路線航空路線をををを就航就航就航就航・・・・運運運運営営営営するするするする案案案案をををを提提提提案案案案しししし
たということだがたということだがたということだがたということだが、、、、県県県県としてどうとしてどうとしてどうとしてどう対応対応対応対応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。。。。

4444 雇雇雇雇用用用用失業失業失業失業問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 昨昨昨昨今今今今、、、、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ももももあああありりりり有効有効有効有効求求求求人倍率人倍率人倍率人倍率もももも向上向上向上向上しているがしているがしているがしているが、、、、依然依然依然依然全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較でででで失業失業失業失業
率率率率はははは最下最下最下最下位位位位のののの位位位位置置置置ににににあああありりりり、、、、そのそのそのその要要要要因因因因としてとしてとしてとして、、、、本県本県本県本県特有特有特有特有のののの雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題がががが指摘指摘指摘指摘されるされるされるされる。。。。そのそのそのその背景背景背景背景
やややや要要要要因因因因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。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県はははは好調好調好調好調なななな観光観光観光観光をををを背景背景背景背景にににに企業活企業活企業活企業活動動動動もももも活発化活発化活発化活発化しししし人人人人手手手手不足不足不足不足がががが生生生生じじじじるなどるなどるなどるなど、、、、失業率失業率失業率失業率もももも改善改善改善改善のののの
傾傾傾傾向向向向ににににああああるがるがるがるが、、、、依然雇依然雇依然雇依然雇用用用用ののののミスマミスマミスマミスマッッッッチチチチがががが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。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ミスミスミスミス
ママママッッッッチチチチ解消解消解消解消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みみみをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県がががが実施実施実施実施しているしているしているしてい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、、、、雇雇雇雇用用用用のののの創創創創出出出出にににに向向向向けけけけ、、、、税制優遇措置税制優遇措置税制優遇措置税制優遇措置やややや雇雇雇雇用用用用支援助成支援助成支援助成支援助成
金金金金等等等等のののの活活活活用用用用によりによりによりにより産業振興産業振興産業振興産業振興とととと連連連連動動動動したしたしたした雇雇雇雇用用用用対策対策対策対策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて、、、、具体具体具体具体的的的的なななな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。。。。

5555 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)))) 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待についてはについてはについてはについては、、、、関係関係関係関係機機機機関等関等関等関等からからからから児童児童児童児童相相相相談談談談所所所所にににに通告通告通告通告、、、、相相相相談談談談するするするする件件件件数数数数はははは増増増増加加加加しておしておしておしてお
りりりり、、、、虐待虐待虐待虐待してしてしてして死亡死亡死亡死亡ささささせせせせるるるる事件事件事件事件もももも起起起起きているきているきているきている。。。。虐待防虐待防虐待防虐待防止止止止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のののの現現現現状状状状とととと関係関係関係関係機機機機関関関関
等等等等のののの連携連携連携連携ののののあああありりり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)))) 虐待虐待虐待虐待からからからから児童児童児童児童をををを守守守守るためるためるためるため、、、、児童児童児童児童相相相相談談談談所所所所にはさまにはさまにはさまにはさまざざざざまなまなまなまな権限権限権限権限がががが与与与与えられているとえられているとえられているとえられていると考考考考えられるえられるえられるえられる
がががが、、、、職職職職権権権権によるによるによるによる一一一一時時時時保保保保護護護護にににに係係係係るるるる権限権限権限権限についてについてについてについて、、、、権限権限権限権限のののの範囲範囲範囲範囲とととと実実実実際際際際にににに行行行行使使使使したしたしたした件件件件数数数数、、、、行行行行使使使使
がためらわれるがためらわれるがためらわれるがためらわれる理由等理由等理由等理由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)))) 振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺などなどなどなど特特特特殊詐欺殊詐欺殊詐欺殊詐欺事件事件事件事件はははは、、、、一一一一向向向向にににに減減減減るるるる傾傾傾傾向向向向になくになくになくになく高高高高齢齢齢齢者者者者のののの被害被害被害被害がががが多多多多くをくをくをくを占占占占めてめてめてめて
いるいるいるいる。。。。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況状況状況状況とととと被害被害被害被害をどのようにをどのようにをどのようにをどのように減減減減らしていくからしていくからしていくからしていくか、、、、対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県はははは、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒運運運運転転転転でででで検検検検挙挙挙挙されるされるされるされる件件件件数数数数がががが全国全国全国全国でででで高高高高いいいい傾傾傾傾向向向向ににににあああありりりり、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒運運運運転絡転絡転絡転絡みみみみのののの交交交交通人通人通人通人
身身身身事事事事故故故故のののの割割割割合合合合がががが全国全国全国全国ワワワワーーーースススストとなっているトとなっているトとなっているトとなっている。。。。県県県県警警警警のののの取取取取りりりり締締締締まりだけでなくまりだけでなくまりだけでなくまりだけでなく関係関係関係関係機機機機関関関関がががが連携連携連携連携
したしたしたした防防防防止運動止運動止運動止運動をををを展開展開展開展開しながらしながらしながらしながら、、、、一一一一向向向向にににに効効効効果果果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。。。。そのそのそのその要要要要因因因因・・・・背景背景背景背景にににに何何何何ががががああああるるるる
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かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2015201520152015年上年上年上年上半半半半期期期期のののの県県県県警警警警がまとめたがまとめたがまとめたがまとめたＤＶＤＶＤＶＤＶ件件件件数数数数はははは、、、、過去過去過去過去最最最最多多多多となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、そのそのそのその内内内内容容容容とととと県県県県警警警警
においてにおいてにおいてにおいて事件事件事件事件化化化化したしたしたした件件件件数数数数、、、、またまたまたまた、、、、事件事件事件事件化化化化がががが難難難難しいしいしいしい事事事事例例例例もももも多多多多いようだがいようだがいようだがいようだが理由理由理由理由はははは何何何何かかかか、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。
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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28282828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23232323    日日日日((((火火火火))))

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 33333333分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（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 沖縄沖縄沖縄沖縄振興策振興策振興策振興策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 2016201620162016年度沖縄年度沖縄年度沖縄年度沖縄振興予振興予振興予振興予算算算算についてについてについてについて、、、、主要主要主要主要継継継継続事続事続事続事業業業業とととと新規新規新規新規にににに認認認認められためられためられためられた事事事事業業業業、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興一振興一振興一振興一
括交付括交付括交付括交付金金金金などなどなどなど、、、、県県県県のののの要要要要望望望望にににに沿沿沿沿ったったったった内内内内容容容容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。。。。

((((2222)))) 2016201620162016年度県当年度県当年度県当年度県当初初初初予予予予算算算算はははは、、、、過去過去過去過去最高最高最高最高のののの予予予予算算算算編編編編成成成成となりとなりとなりとなり、、、、子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策などになどになどになどに重重重重点点点点をををを置置置置いいいい
たたたた予予予予算案算案算案算案となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療、、、、離島振興離島振興離島振興離島振興などなどなどなど、、、、前県前県前県前県政政政政がががが進進進進めためためためた施施施施
策策策策・・・・事事事事業業業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、、、、全全全全くくくく翁翁翁翁長長長長カラカラカラカラーとーとーとーと言言言言えるえるえるえる施策施策施策施策・・・・事事事事業業業業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。。。。

((((3333)))) 2016201620162016年度年度年度年度のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興特振興特振興特振興特別別別別推進推進推進推進交付交付交付交付金金金金についてについてについてについて、、、、県県県県とととと市市市市町町町町村村村村とのとのとのとの配配配配分分分分もももも決決決決まったがまったがまったがまったが例例例例年年年年
不不不不用額用額用額用額がががが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。不不不不用額用額用額用額をををを圧圧圧圧縮縮縮縮するためするためするためするため市市市市町町町町村村村村にににに求求求求められるめられるめられるめられる改善策改善策改善策改善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)))) 本県本県本県本県へへへへののののＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ進進進進出出出出についてについてについてについて、、、、親親親親会会会会社社社社がかわったことでがかわったことでがかわったことでがかわったことで撤回撤回撤回撤回をををを含含含含めためためためた再再再再検証検証検証検証がががが進進進進められてめられてめられてめられて
いるといるといるといると言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けけけけ政府政府政府政府とととと情情情情報報報報交換交換交換交換をしていたをしていたをしていたをしていた県県県県としてとしてとしてとして、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経緯経緯経緯経緯とととと進進進進出出出出
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たいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビビビビジョンジョンジョンジョン基本基本基本基本計画計画計画計画のののの前前前前半半半半５５５５年間年間年間年間のののの最最最最終年度終年度終年度終年度をををを迎迎迎迎ええええ、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実実実実績績績績やややや課課課課題等題等題等題等
のののの検証検証検証検証、、、、後期後期後期後期にににに向向向向けてのけてのけてのけての目標目標目標目標設定等設定等設定等設定等、、、、基本基本基本基本方針方針方針方針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)))) 中城中城中城中城湾港湾港湾港湾港ママママリリリリンンンンタタタタウンウンウンウン地地地地区区区区にににに建設建設建設建設予予予予定定定定ののののＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥについてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、４４４４万万万万平平平平方方方方メートルをメートルをメートルをメートルを確保確保確保確保
しししし施施施施設設設設機能機能機能機能及及及及びびびび規規規規模模模模をををを整整整整備備備備するするするする計画計画計画計画をををを決定決定決定決定したがしたがしたがしたが、、、、2020202020202020年度年度年度年度のののの供供供供用用用用開始開始開始開始にににに向向向向けけけけ、、、、周周周周辺辺辺辺アアアア
クセクセクセクセススススのののの整整整整備備備備などなどなどなど作業作業作業作業ススススケジュケジュケジュケジュールをールをールをールを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 2017201720172017年年年年５５５５月月月月にににに期期期期限切限切限切限切れとなるれとなるれとなるれとなる酒酒酒酒税軽減措置税軽減措置税軽減措置税軽減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、、、、関係関係関係関係業業業業界界界界からからからから国国国国へへへへのののの働働働働きかきかきかきか
けがけがけがけ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、、、、1111999972727272年年年年からからからから軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置がががが認認認認められめられめられめられ幾幾幾幾度度度度となくとなくとなくとなく延延延延長長長長がががが続続続続けられてきたけられてきたけられてきたけられてきた
ことでことでことでことで厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況がががが指摘指摘指摘指摘されるがされるがされるがされるが、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 本県本県本県本県はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興特振興特振興特振興特別別別別措置措置措置措置法法法法にににに基基基基づづづづきききき、、、、各種各種各種各種のののの特特特特区区区区制制制制度度度度がががが認認認認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、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ
のののの特特特特区区区区のののの対対対対象象象象地地地地域域域域、、、、対対対対象象象象産業産業産業産業、、、、優遇制優遇制優遇制優遇制度度度度とととと活活活活用状況用状況用状況用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 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)))) 大大大大規規規規模災害模災害模災害模災害などになどになどになどに対対対対するするするする備備備備えやえやえやえや台風台風台風台風のののの常襲常襲常襲常襲地地地地帯帯帯帯でででで自然自然自然自然災害災害災害災害をこうをこうをこうをこうむむむむりやすいりやすいりやすいりやすい本県本県本県本県においにおいにおいにおい
てててて、、、、災害災害災害災害にににに強強強強くくくく防防防防災災災災機能機能機能機能をををを備備備備えたえたえたえた生活生活生活生活基基基基盤盤盤盤やややや公公公公共共共共施施施施設等設等設等設等のののの整整整整備備備備がががが求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 都都都都市市市市部部部部におけるにおけるにおけるにおける密集密集密集密集市市市市街街街街地地地地のののの老朽老朽老朽老朽建建建建築築築築物物物物やややや狭隘狭隘狭隘狭隘なななな道道道道路路路路などなどなどなど、、、、防防防防災災災災対策対策対策対策上上上上のののの問題問題問題問題がががが指摘指摘指摘指摘
されているがされているがされているがされているが、、、、防防防防災災災災機能機能機能機能のののの改善改善改善改善やややや避避避避難難難難経経経経路路路路、、、、避避避避難地難地難地難地のののの確保確保確保確保等等等等どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいくかでいくかでいくかでいくか
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 農農農農連市連市連市連市場地場地場地場地区区区区開発開発開発開発事事事事業業業業がががが本本本本格格格格的的的的にににに動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。建建建建造造造造物物物物のののの解体解体解体解体工工工工事事事事、、、、新新新新たなたなたなたな市市市市場場場場施施施施設設設設のののの
建設等建設等建設等建設等々々々々作業作業作業作業がががが進進進進められるがめられるがめられるがめられるが、、、、今後今後今後今後のののの作業作業作業作業ススススケジュケジュケジュケジュールとールとールとールと供供供供用用用用開始開始開始開始時期時期時期時期、、、、完成完成完成完成後後後後のののの市市市市場場場場
をどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているかいているかいているかいているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県発発発発注工注工注工注工事事事事のののの最最最最低低低低制限価制限価制限価制限価格格格格のののの見見見見直直直直しについてしについてしについてしについて、、、、県建設県建設県建設県建設業業業業審審審審議会議会議会議会はははは検討検討検討検討結果結果結果結果をををを県県県県にににに答申答申答申答申
したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、そのそのそのその内内内内容容容容とととと県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような結論結論結論結論をををを出出出出すかすかすかすか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 那覇港那覇港那覇港那覇港のののの長期長期長期長期構構構構想想想想計画計画計画計画にににに係係係係るるるる第第第第２２２２ババババーーーーススススのののの整整整整備備備備がががが浦添浦添浦添浦添市市市市のののの浦添埠浦添埠浦添埠浦添埠頭頭頭頭計画計画計画計画とのとのとのとの関関関関連連連連でででで協協協協
議議議議がががが停停停停滞滞滞滞しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、管管管管理者理者理者理者としてとしてとしてとして知事知事知事知事はははは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応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。。。。

3333 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

((((1111)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの導導導導入入入入についてについてについてについて、、、、事事事事業化業化業化業化にににに向向向向けたけたけたけた国国国国とのとのとのとの調調調調整整整整、、、、事事事事業業業業主主主主体体体体・・・・運行会運行会運行会運行会社社社社のののの決定決定決定決定、、、、環境環境環境環境
アセアセアセアセススススやややや鉄鉄鉄鉄道事道事道事道事業業業業法法法法にににに基基基基づづづづくくくく諸諸諸諸手続手続手続手続、、、、そしてそしてそしてそして平平平平成成成成2020202020202020年度年度年度年度末工末工末工末工事事事事着着着着工工工工というというというという県県県県計画計画計画計画のののの実実実実
現現現現にににに向向向向けけけけ、、、、現現現現在在在在におけるにおけるにおけるにおける国国国国とのとのとのとの調調調調整状況整状況整状況整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)))) 県県県県がががが実施実施実施実施したしたしたした県民県民県民県民からのからのからのからの意意意意見見見見をまとめたをまとめたをまとめたをまとめたＰＩＰＩＰＩＰＩ結果結果結果結果についてについてについてについて、、、、要要要要望望望望・・・・意意意意見等見等見等見等のののの主主主主なななな内内内内容容容容とととと計計計計
画画画画にどのようににどのようににどのようににどのように生生生生かしているかかしているかかしているかかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((3333)))) 県県県県はははは、、、、鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のルートはのルートはのルートはのルートは、、、、那覇那覇那覇那覇――――名護間名護間名護間名護間をををを骨格軸骨格軸骨格軸骨格軸とするとするとするとする考考考考えのようだがえのようだがえのようだがえのようだが、、、、名護以名護以名護以名護以北北北北及及及及びびびび南南南南
部部部部へへへへ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 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)))) 観光客観光客観光客観光客1000100010001000万人万人万人万人をををを達達達達成成成成するにはするにはするにはするには、、、、国内国内国内国内客客客客のののの大大大大幅幅幅幅なななな増増増増加加加加がががが必必必必要要要要ででででああああるがるがるがるが、、、、国内国内国内国内観光観光観光観光地地地地とのとのとのとの
競競競競合合合合やややや新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光資源資源資源資源のののの開発開発開発開発などなどなどなど、、、、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をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県観光観光観光観光のののの好調好調好調好調なななな推推推推移移移移をををを支支支支えるえるえるえるククククルールールールーズズズズ船船船船のののの2015201520152015年年年年のののの寄寄寄寄港港港港がががが過去過去過去過去最最最最多多多多となったようだとなったようだとなったようだとなったようだ
がががが、、、、本本本本島島島島、、、、離島離島離島離島（（（（石石石石垣垣垣垣港港港港、、、、平良平良平良平良港港港港））））におけるにおけるにおけるにおける寄寄寄寄港港港港のののの推推推推移移移移とととと受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制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伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ククククルールールールーズズズズ船寄船寄船寄船寄港港港港のののの増増増増加加加加にににに伴伴伴伴いいいい乗乗乗乗客客客客受受受受けけけけ入入入入れれれれ施施施施設等設等設等設等のののの不備不備不備不備・・・・不足不足不足不足がががが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。国国国国にににに
おいてはおいてはおいてはおいては、、、、ククククルールールールーズズズズ船船船船利利利利用用用用のののの旅客旅客旅客旅客タタタターーーーミナミナミナミナルルルルビビビビルなどルなどルなどルなど、、、、施施施施設整設整設整設整備備備備をををを対対対対象象象象にににに資資資資金金金金融資融資融資融資しししし民民民民
間間間間参参参参入入入入をををを検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける民間民間民間民間参参参参入入入入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。。。。

((((4444)))) 海海海海外外外外からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客のののの増増増増加加加加にににに伴伴伴伴いいいい、、、、ホテホテホテホテルルルル等等等等のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設不足不足不足不足にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、民民民民泊泊泊泊利利利利用用用用
のののの拡拡拡拡大大大大がががが進進進進められているめられているめられているめられている。。。。本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける民民民民泊泊泊泊のののの利利利利用状況用状況用状況用状況とととと今後今後今後今後解消解消解消解消すすすすべべべべきききき課課課課題等題等題等題等についについについについ
てててて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 健康健康健康健康診診診診断等断等断等断等とととと観光観光観光観光をををを併併併併用用用用したしたしたした医療医療医療医療ツツツツーリーリーリーリズムズムズムズムがががが注目注目注目注目されているがされているがされているがされているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける受受受受けけけけ入入入入れれれれ
実実実実績績績績とととと施施施施設等設等設等設等のののの整整整整備備備備状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 本県本県本県本県をををを訪訪訪訪れるれるれるれる観光客観光客観光客観光客ののののレンレンレンレンタタタタカカカカーーーー利利利利用用用用がががが増増増増加加加加しししし、、、、事事事事故故故故をををを起起起起こすこすこすこす事事事事例例例例ががががふふふふえているようだえているようだえているようだえているようだ
がががが、、、、そのそのそのその要要要要因因因因とととと業業業業界界界界のののの安安安安全全全全対策対策対策対策、、、、県県県県のののの指指指指導導導導体制体制体制体制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)))) 長野県長野県長野県長野県軽軽軽軽井沢井沢井沢井沢のののの国道国道国道国道ででででススススキキキキーーーー客客客客をををを乗乗乗乗せせせせたたたた大大大大型型型型ババババススススがががが転落転落転落転落事事事事故故故故をををを起起起起こしこしこしこし、、、、多多多多くのくのくのくの死死死死傷傷傷傷者者者者をををを
出出出出したしたしたした。。。。昨昨昨昨今今今今ののののババババスススス運行会運行会運行会運行会社社社社のののの運行状況運行状況運行状況運行状況からからからから、、、、運運運運転転転転者者者者のののの過過過過労労労労がががが多多多多くくくく指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。本本本本
県県県県はははは本本本本土土土土とととと状況状況状況状況はははは違違違違うがうがうがうが観光客観光客観光客観光客のののの増増増増加加加加によりによりによりによりババババスススス不足不足不足不足もももも言言言言われておりわれておりわれておりわれており、、、、運運運運転転転転者者者者のののの勤勤勤勤務務務務状状状状
況況況況にににに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。。。。

((((8888)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光ココココンベンションンベンションンベンションンベンションビビビビュュュューーーーロロロローがーがーがーが2015201520152015年度決算年度決算年度決算年度決算でででで3717371737173717万万万万円円円円のののの赤字赤字赤字赤字がががが生生生生じじじじたということたということたということたということ
だがだがだがだが、、、、県県県県などからのなどからのなどからのなどからの委託委託委託委託業務業務業務業務をををを主主主主とするとするとするとする団団団団体体体体がががが赤字赤字赤字赤字をををを出出出出すのはすのはすのはすのは考考考考えられないがえられないがえられないがえられないが、、、、赤字赤字赤字赤字がががが
生生生生じじじじたたたた原原原原因因因因とどのようにとどのようにとどのようにとどのように解消解消解消解消をををを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。。。。

5555 農林水農林水農林水農林水産業産業産業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)))) 台風台風台風台風のののの影響影響影響影響にににに加加加加ええええ長長長長雨雨雨雨やややや日日日日照照照照不足不足不足不足などでなどでなどでなどで農農農農作作作作物物物物にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、影響影響影響影響のののの状状状状
況況況況とととと県県県県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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ協定協定協定協定はははは去去去去るるるる５５５５日日日日、、、、我我我我がががが国国国国をををを含含含含むむむむ参参参参加加加加12121212カカカカ国国国国がががが協定協定協定協定文文文文にににに署署署署名名名名しししし、、、、大筋合大筋合大筋合大筋合意意意意がががが確確確確定定定定しししし
たたたた。。。。本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても事前事前事前事前にににに政府政府政府政府のののの説説説説明明明明がががが農林水農林水農林水農林水産産産産分野分野分野分野をををを対対対対象象象象にににに行行行行われたがわれたがわれたがわれたが、、、、そのそのそのその内内内内容容容容とととと
今後今後今後今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)))) 本県本県本県本県農水農水農水農水産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに向向向向けおきなわブけおきなわブけおきなわブけおきなわブランランランランドのドのドのドの確立確立確立確立にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、伊江伊江伊江伊江村村村村やややや北北北北大大大大
東東東東村村村村などなどなどなど地地地地域域域域においてにおいてにおいてにおいて、、、、独独独独自自自自のののの製品製品製品製品開発開発開発開発等等等等へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが見見見見られるられるられるられる。。。。県県県県がががが進進進進めるめるめるめる地地地地域域域域振振振振
興興興興のののの観点観点観点観点からからからから何何何何らかのらかのらかのらかの支援支援支援支援もももも必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島県県県県としてのとしてのとしてのとしての本県本県本県本県農水農水農水農水産業産業産業産業をををを持続的持続的持続的持続的にににに発展発展発展発展ささささせせせせさらにさらにさらにさらに活性化活性化活性化活性化ささささせせせせるためにはるためにはるためにはるためには、、、、農林水農林水農林水農林水
産業産業産業産業でででで生計生計生計生計をををを立立立立てようとてようとてようとてようと意意意意欲欲欲欲にににに燃燃燃燃えるえるえるえる若若若若者者者者やややや後後後後継継継継者者者者のののの育育育育成成成成がががが必必必必要要要要ででででああああるるるる。。。。地地地地域農域農域農域農業業業業のののの
リーリーリーリーダダダダーとなるーとなるーとなるーとなる人材人材人材人材やややや女女女女性性性性農農農農業業業業者者者者のののの育育育育成成成成についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか、、、、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。。。。

((((5555)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業業業業協定協定協定協定にににに関関関関しししし、、、、次次次次年度以年度以年度以年度以降降降降のののの操操操操業業業業ルールルールルールルール策策策策定定定定にににに向向向向けたけたけたけた協議協議協議協議がががが開開開開かれたがかれたがかれたがかれたが、、、、協議協議協議協議
のののの結果結果結果結果とととと県内県内県内県内漁漁漁漁業業業業者者者者はははは漁漁漁漁業業業業協定協定協定協定のののの見見見見直直直直しをしをしをしを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 皇室皇室皇室皇室ののののあああありりりり方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 日本国民日本国民日本国民日本国民とととと皇室皇室皇室皇室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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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28282828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23232323    日日日日((((火火火火))))

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 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 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)))) 県県県県教育教育教育教育員会員会員会員会はははは、、、、県県県県いいいいじじじじめめめめ防防防防止止止止対策対策対策対策審審審審議会設議会設議会設議会設置条例置条例置条例置条例をををを制制制制定定定定、、、、全全全全てのてのてのての学校学校学校学校でいでいでいでいじじじじめめめめ防防防防止止止止方方方方
針針針針をををを策策策策定定定定しししし、、、、いいいいじじじじめめめめ防防防防止止止止にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制をををを整整整整備備備備しているがしているがしているがしているが、、、、具体具体具体具体的的的的にいにいにいにいじじじじめめめめ防防防防止止止止にににに向向向向けたけたけたけた
対策対策対策対策、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本本本本島島島島のののの県県県県立高立高立高立高校校校校にににに通通通通うううう男子男子男子男子生生生生徒徒徒徒がががが大大大大麻麻麻麻所持所持所持所持でででで逮捕逮捕逮捕逮捕されたというがされたというがされたというがされたというが、、、、学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける違違違違法法法法薬薬薬薬
物物物物にににに対対対対するするするする教育教育教育教育はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。またまたまたまた、、、、深夜徘徊深夜徘徊深夜徘徊深夜徘徊やややや飲酒飲酒飲酒飲酒・・・・喫煙喫煙喫煙喫煙とのとのとのとの関関関関連連連連もももも含含含含
めめめめ学校学校学校学校、、、、家家家家庭庭庭庭、、、、警警警警察察察察などなどなどなど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携連携連携連携・・・・協協協協力力力力体制体制体制体制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)))) 那覇市那覇市那覇市那覇市へへへへのののの特特特特別別別別支援支援支援支援学校学校学校学校建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた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、、、、設設設設置置置置場所場所場所場所はははは旧旧旧旧沖縄沖縄沖縄沖縄赤十赤十赤十赤十
字病院跡字病院跡字病院跡字病院跡地地地地とととと農林水農林水農林水農林水産産産産省省省省のののの動物動物動物動物検疫検疫検疫検疫所用地所用地所用地所用地をををを選選選選定定定定したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、施施施施設設設設規規規規模模模模、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ対対対対
象象象象などなどなどなど、、、、建設建設建設建設・・・・運運運運営方針営方針営方針営方針等基本等基本等基本等基本計画計画計画計画のののの概概概概要要要要とととと着着着着工工工工時期時期時期時期、、、、完成完成完成完成時期等時期等時期等時期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)))) 学校学校学校学校などなどなどなど教育教育教育教育施施施施設設設設のののの耐震耐震耐震耐震化化化化がががが急急急急がれているががれているががれているががれているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける耐震耐震耐震耐震化化化化にににに向向向向けたけたけたけた公公公公立立立立校及校及校及校及
びびびび私立私立私立私立校校校校におけるにおけるにおけるにおける耐震耐震耐震耐震化率化率化率化率のののの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。。。。

((((5555)))) 琉球舞踊琉球舞踊琉球舞踊琉球舞踊、、、、三三三三線線線線、、、、芝居芝居芝居芝居などなどなどなど本県本県本県本県のののの伝統伝統伝統伝統芸芸芸芸能能能能のののの文文文文化化化化交交交交流流流流発発発発信信信信拠点拠点拠点拠点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、、、、県県県県のののの
検討検討検討検討・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 本県本県本県本県はははは、、、、ププププロロロロ野野野野球球球球ややややササササッッッッカカカカーなどーなどーなどーなど、、、、キキキキャャャャンンンンププププ地地地地としてとしてとしてとして定定定定着着着着しているがしているがしているがしているが、、、、奥武山奥武山奥武山奥武山運動公運動公運動公運動公園園園園のののの
活活活活用用用用についてについてについてについて、、、、県県県県とととと那覇市那覇市那覇市那覇市でどのようなでどのようなでどのようなでどのような管管管管理運理運理運理運営営営営状況状況状況状況になっているかになっているかになっているかになっているか、、、、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・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、黄黄黄黄金金金金っっっっ子子子子応援応援応援応援ププププランランランランでででで、、、、平平平平成成成成22229999年度年度年度年度末末末末までにまでにまでにまでに１１１１万万万万8000800080008000人人人人のののの保保保保育育育育量量量量をををを拡拡拡拡大大大大しししし、、、、潜潜潜潜在在在在
的的的的待機児童待機児童待機児童待機児童をををを含含含含めためためためた待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消をををを図図図図るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。このためにはこのためにはこのためにはこのためには、、、、市市市市町町町町村村村村のののの取取取取りりりり組組組組
みみみみ、、、、連携連携連携連携がががが必必必必要要要要ででででああああるがるがるがるが、、、、市市市市町町町町村村村村それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが違違違違うううう中中中中でどのようにでどのようにでどのようにでどのように実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ連連連連
携携携携していくかしていくかしていくかしていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、国国国国のののの支援支援支援支援ととととああああわわわわせせせせ潜潜潜潜在在在在保保保保育育育育士士士士のののの復帰復帰復帰復帰にににに向向向向けけけけ、、、、復復復復職職職職支援支援支援支援やややや保保保保育育育育士士士士のののの処処処処遇改善遇改善遇改善遇改善等等等等のののの
取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めるとしているめるとしているめるとしているめるとしている。。。。保保保保育育育育士士士士不足不足不足不足やややや潜潜潜潜在在在在保保保保育育育育士士士士がががが生生生生じじじじたたたた最最最最大大大大のののの要要要要因因因因はははは処処処処遇遇遇遇ににににああああ
るとるとるとると言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、国国国国のののの施策施策施策施策をををを含含含含めめめめ県県県県としてとしてとしてとして具体具体具体具体的的的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改善策改善策改善策改善策ををを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。。。。

((((3333)))) 学学学学童保童保童保童保育育育育をををを利利利利用用用用できないできないできないできない待機待機待機待機学学学学童数童数童数童数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受受受受けけけけ入入入入れれれれ施施施施設設設設のののの整整整整備備備備とととと学学学学
童童童童をををを希希希希望望望望するするするする児童数児童数児童数児童数のののの推推推推移移移移、、、、待機待機待機待機学学学学童数童数童数童数がががが全国全国全国全国でもでもでもでも高高高高くなったくなったくなったくなった要要要要因因因因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たいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、急急急急なななな発発発発熱熱熱熱等等等等でででで保保保保育育育育所所所所をををを利利利利用用用用できないできないできないできない児童児童児童児童をををを一一一一時的時的時的時的にににに預預預預かるかるかるかる病病病病児保児保児保児保育育育育のののの拡拡拡拡充充充充をををを
検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、共共共共働働働働きやきやきやきやひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭がががが多多多多いいいい本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、病病病病児保児保児保児保育育育育のののの状況状況状況状況とととと今今今今
後後後後のののの拡拡拡拡充充充充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)))) 子供貧困子供貧困子供貧困子供貧困対策対策対策対策がががが問題問題問題問題となっているとなっているとなっているとなっている中中中中、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける貧困貧困貧困貧困率率率率はははは全国全国全国全国最最最最悪悪悪悪とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、そのそのそのその
背景背景背景背景にににに何何何何ががががああああるかるかるかるか、、、、産業産業産業産業のののの脆弱脆弱脆弱脆弱さやさやさやさや県民所県民所県民所県民所得得得得のののの低低低低さというさというさというさという、、、、構構構構造造造造的要的要的要的要因因因因ががががああああるのかるのかるのかるのか、、、、県県県県のののの
分分分分析析析析をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題はははは早早早早急急急急にににに解解解解決決決決すすすすべべべべきききき最最最最重重重重要要要要課課課課題題題題ででででああああるがるがるがるが、、、、県県県県のののの支援対策支援対策支援対策支援対策とととと市市市市町町町町村村村村のののの支支支支
援対策援対策援対策援対策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、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現現現現状状状状をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 地地地地域福祉域福祉域福祉域福祉・・・・医療医療医療医療のののの充充充充実実実実強強強強化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 県地県地県地県地域医療域医療域医療域医療構構構構想想想想策策策策定定定定についてについてについてについて、、、、県県県県のののの検討検討検討検討会議会議会議会議とととと県県県県医医医医師師師師会会会会やややや各各各各地地地地区医区医区医区医師師師師会会会会とのとのとのとの間間間間にににに認識認識認識認識
のののの違違違違いがいがいがいが出出出出ているようだがているようだがているようだがているようだが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経緯経緯経緯経緯をををを含含含含めめめめ今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県立北立北立北立北部部部部病院病院病院病院とととと北北北北部地部地部地部地区医区医区医区医師師師師会会会会病院病院病院病院のののの再再再再編編編編・・・・統統統統合問題合問題合問題合問題についてについてについてについて、、、、地地地地域医療域医療域医療域医療構構構構想想想想のののの中中中中でででで
のののの議論議論議論議論はどこまではどこまではどこまではどこまで進進進進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 新新新新県県県県立立立立八八八八重重重重山山山山病院病院病院病院についてについてについてについて、、、、入入入入札札札札もももも成立成立成立成立しししし本本本本格格格格的的的的なななな建設建設建設建設工工工工事事事事がががが始始始始まったがまったがまったがまったが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
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経緯経緯経緯経緯とととと2017201720172017年度年度年度年度開開開開院院院院にににに向向向向けたけたけたけた作業作業作業作業ススススケジュケジュケジュケジュールについてールについてールについてールについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 自自自自閉症閉症閉症閉症ややややアアアアススススペペペペルルルルガガガガーーーー症症症症候候候候群群群群などのなどのなどのなどの人人人人たちをたちをたちをたちを支支支支えるえるえるえる発発発発達達達達障障障障害害害害者者者者支援支援支援支援法法法法にににに基基基基づづづづくくくく、、、、発発発発達達達達障障障障
害害害害者者者者にににに対対対対するするするする就就就就労労労労支援支援支援支援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状況状況状況状況とととと支援支援支援支援ののののあああありりりり方方方方をををを強強強強化化化化・・・・拡拡拡拡充充充充することすることすることすること
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。。。。

((((5555)))) 県県県県障障障障害害害害ののののああああるるるる人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社社社社会会会会づづづづくりくりくりくり条例条例条例条例（（（（共共共共生生生生社社社社会会会会条例条例条例条例））））がががが施施施施行行行行されされされされ
てててて１１１１年年年年がががが経経経経過過過過したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその間間間間、、、、条例条例条例条例にににに基基基基づづづづきききき相相相相談談談談しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づづづづくりをくりをくりをくりを県県県県やややや市市市市町町町町村村村村はどのはどのはどのはどの
ようにようにようにように行行行行ってきたかってきたかってきたかってきたか、、、、またまたまたまた相相相相談談談談結果結果結果結果をををを受受受受けけけけ今後今後今後今後のののの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。。。。

((((6666)))) 介介介介護士護士護士護士不足不足不足不足がががが深刻深刻深刻深刻さをさをさをさを増増増増しているしているしているしている中中中中、、、、政府政府政府政府はははは、、、、結結結結婚婚婚婚、、、、出出出出産産産産、、、、育育育育児児児児などでなどでなどでなどで離離離離職職職職したしたしたした介介介介護職員護職員護職員護職員
についてについてについてについて、、、、介介介介護護護護人材人材人材人材のののの確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、再就再就再就再就職職職職のためののためののためののための準準準準備金備金備金備金のののの貸貸貸貸しししし付付付付けをけをけをけを検討検討検討検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
だがだがだがだが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける活活活活用用用用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。。。。

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)))) 離島人離島人離島人離島人口口口口はははは減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向ににににああああるがるがるがるが、、、、離島振興離島振興離島振興離島振興によるによるによるによる定定定定住住住住条条条条件件件件のののの整整整整備備備備をををを最最最最重重重重要要要要課課課課題題題題とととと位位位位置置置置づづづづ
けるけるけるける県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと逆逆逆逆行行行行しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないか。。。。県県県県のののの離島振興離島振興離島振興離島振興のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと人人人人口口口口減減減減少少少少とのとのとのとの
関関関関連連連連についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島のののの農水農水農水農水産業産業産業産業はははは、、、、台風台風台風台風のののの影響影響影響影響をまともにをまともにをまともにをまともに受受受受けることもけることもけることもけることもあああありりりり、、、、作作作作物物物物もももも限限限限定定定定されるされるされるされる傾傾傾傾向向向向ににににああああ
るるるる。。。。地地地地域域域域によってはによってはによってはによっては、、、、新新新新たなたなたなたな製品製品製品製品のののの開発開発開発開発にににに向向向向けたけたけたけた動動動動きもきもきもきも出出出出ているがているがているがているが、、、、小小小小規規規規模模模模離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける
経経経経済済済済のののの自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた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たいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、住住住住みみみみよくよくよくよく魅魅魅魅力力力力ああああるるるる島島島島づづづづくりくりくりくり計画計画計画計画でででで、、、、観光観光観光観光リリリリゾゾゾゾートートートート産業産業産業産業とものとものとものとものづづづづくりくりくりくり産業産業産業産業等等等等、、、、多多多多様様様様なななな産業産業産業産業
とのとのとのとの有機有機有機有機的的的的なななな連携連携連携連携をををを強強強強化化化化するなどするなどするなどするなど、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興とととと雇雇雇雇用用用用機機機機会会会会のののの創創創創出出出出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、、、、それそれそれそれ
ぞれのぞれのぞれのぞれの島島島島々々々々のののの特特特特色色色色をどのようにをどのようにをどのようにをどのように生生生生かしかしかしかし、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいくかでいくかでいくかでいくか、、、、具体具体具体具体的的的的なななな対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 伊平伊平伊平伊平屋屋屋屋・・・・伊伊伊伊是是是是名名名名村村村村をををを結結結結ぶぶぶぶ架橋架橋架橋架橋のののの早期建設早期建設早期建設早期建設のののの要請要請要請要請ががががああああるがるがるがるが、、、、建設建設建設建設にににに向向向向けたけたけたけた財財財財源源源源のののの確保確保確保確保やややや
環境環境環境環境面等面等面等面等のののの課課課課題題題題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をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは離島離島離島離島のののの水水水水不足不足不足不足にににに備備備備ええええ、、、、海水海水海水海水淡淡淡淡水水水水化化化化装装装装置置置置のののの活活活活用用用用をををを決決決決めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、本県本県本県本県はははは大大大大規規規規模模模模・・・・小小小小
規規規規模模模模等等等等多多多多くのくのくのくの離島離島離島離島をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。対対対対象象象象地地地地域域域域、、、、活活活活用用用用のののの方方方方法法法法、、、、財財財財政政政政負担等基本負担等基本負担等基本負担等基本方針方針方針方針をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

5555 海海海海洋洋洋洋資源資源資源資源のののの開発開発開発開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)))) 県県県県はははは、、、、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洋洋洋洋資源資源資源資源開発開発開発開発がががが将来将来将来将来のののの県県県県経経経経済済済済やややや産業産業産業産業のののの創創創創出出出出、、、、雇雇雇雇用用用用のののの拡拡拡拡大大大大につにつにつにつ
ながるとしてながるとしてながるとしてながるとして、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての調査調査調査調査をををを行行行行っているっているっているっている。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海のののの海域海域海域海域ににににああああるるるる資源資源資源資源のののの帰帰帰帰
属属属属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、、、、大大大大規規規規模模模模なななな海海海海底熱底熱底熱底熱水水水水鉱床鉱床鉱床鉱床がががが発発発発見見見見されたされたされたされた伊伊伊伊是是是是名名名名海海海海穴穴穴穴についてについてについてについて、、、、そのそのそのその権利権利権利権利
はどこにはどこにはどこにはどこに帰属帰属帰属帰属するかするかするかするか、、、、政府政府政府政府かかかか県県県県かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、海海海海洋洋洋洋資源資源資源資源利利利利用用用用とととと支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点形形形形成成成成にににに向向向向けたけたけたけた可能性調査可能性調査可能性調査可能性調査をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、進展進展進展進展状況状況状況状況とととと今今今今
後後後後のののの作業作業作業作業ススススケジュケジュケジュケジュールについてールについてールについてールについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府のののの海海海海底熱底熱底熱底熱水水水水鉱床鉱床鉱床鉱床開発開発開発開発にににに係係係係るるるる調査調査調査調査委委委委員会員会員会員会へへへへ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県もももも参参参参画画画画しているかしているかしているかしているか、、、、またまたまたまた、、、、海海海海洋洋洋洋資源資源資源資源
等等等等のののの調査調査調査調査はははは専門専門専門専門化化化化しておりしておりしておりしており、、、、県県県県においてもこれらにおいてもこれらにおいてもこれらにおいてもこれら専門専門専門専門家家家家のののの養養養養成成成成はははは急急急急がれるとがれるとがれるとがれると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、現現現現
状状状状とととと今後今後今後今後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業産業産業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)))) 新新新新たなリーたなリーたなリーたなリーディディディディンンンンググググ産業産業産業産業としてとしてとしてとして、、、、臨臨臨臨空空空空・・・・臨臨臨臨港港港港型型型型産業産業産業産業のののの集集集集積積積積をををを図図図図りりりり、、、、国際物国際物国際物国際物流流流流拠点拠点拠点拠点のののの形形形形成成成成にににに
向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、現現現現状状状状とととと今後今後今後今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。。。。

((((2222)))) 県内事県内事県内事県内事業業業業者等者等者等者等によるによるによるによる海海海海外展開外展開外展開外展開をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、ジジジジェェェェトトトトロロロロ沖縄沖縄沖縄沖縄貿易貿易貿易貿易情情情情報報報報センセンセンセンタタタターーーー等等等等とととと連携連携連携連携
しししし、、、、各種情各種情各種情各種情報報報報やややや商商商商談談談談・・・・セセセセミナミナミナミナーとのーとのーとのーとの相相相相談談談談をををを実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど、、、、海海海海外展開外展開外展開外展開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、、、、取取取取りりりり
組組組組みみみみのののの現現現現状状状状とととと成成成成果等果等果等果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)))) 来来来来るるるる４４４４月月月月からからからから電電電電力力力力のののの小小小小売売売売りりりり全面全面全面全面自自自自由由由由化化化化がががが実施実施実施実施されるにされるにされるにされるに伴伴伴伴いいいい、、、、本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても事事事事業業業業参参参参入入入入のののの
動動動動きがきがきがきがああああるようだがるようだがるようだがるようだが、、、、電電電電力力力力のののの自自自自由由由由化化化化でででで本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける電電電電力力力力事事事事情情情情にどのようなにどのようなにどのようなにどのような変変変変化化化化ががががあああありりりり、、、、まままま
たたたた、、、、再生再生再生再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普普普普及及及及へへへへのののの影響影響影響影響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)))) 中中中中小小小小企業企業企業企業のののの円円円円滑滑滑滑なななな資資資資金調金調金調金調達達達達にににに資資資資するするするする県県県県のののの融資融資融資融資制制制制度度度度のののの活活活活用用用用がががが進進進進んんんんでいるようだがでいるようだがでいるようだがでいるようだが、、、、そのそのそのその内内内内
容容容容とととと実実実実績績績績、、、、返返返返済済済済がががが滞滞滞滞りりりり代位弁代位弁代位弁代位弁済済済済にににに陥陥陥陥ったったったった件件件件数数数数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。。。。

((((5555)))) 泡盛泡盛泡盛泡盛のののの出出出出荷量荷量荷量荷量・・・・消消消消費費費費量量量量減減減減がががが続続続続きききき抜抜抜抜本的本的本的本的なななな対策対策対策対策にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、県県県県のののの振興振興振興振興検討委検討委検討委検討委
員会員会員会員会におけるにおけるにおけるにおける議論議論議論議論やややや検討検討検討検討のののの内内内内容容容容とととと県県県県としてとしてとしてとして今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策をををを展開展開展開展開しししし、、、、改善改善改善改善にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり
組組組組んんんんでいくかでいくかでいくかでいくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 本県本県本県本県のののの地場地場地場地場産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、県県県県のののの試験研究試験研究試験研究試験研究機機機機関関関関のののの活活活活用用用用、、、、産産産産学学学学官官官官のののの連携連携連携連携、、、、農農農農商商商商工工工工
連携連携連携連携などなどなどなど、、、、分野分野分野分野をををを超超超超えたえたえたえた連携連携連携連携・・・・協協協協力力力力にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組みみみみをををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、これによりこれによりこれによりこれにより県県県県はははは、、、、どのどのどのどの
ようなようなようなような成成成成果果果果をををを期期期期待待待待しているかしているかしているかしているか、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。


