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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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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

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

1111 辺野古監視業務辺野古監視業務辺野古監視業務辺野古監視業務へのへのへのへの疑問疑問疑問疑問についてについてについてについて

2222 航空機整備基地事業航空機整備基地事業航空機整備基地事業航空機整備基地事業（ＭＲＯ（ＭＲＯ（ＭＲＯ（ＭＲＯ事業事業事業事業））））についてについてについてについて

3333 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)))) 豊見城市豊崎地区観光関連用地豊見城市豊崎地区観光関連用地豊見城市豊崎地区観光関連用地豊見城市豊崎地区観光関連用地のののの公募実施公募実施公募実施公募実施についてについてについてについて

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



2

※※※※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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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 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 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの並行調査並行調査並行調査並行調査にににに係係係係るるるる市負担分市負担分市負担分市負担分のののの費用保障費用保障費用保障費用保障についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについておみについておみについておみについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

2222 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)))) 那覇軍港移設計画那覇軍港移設計画那覇軍港移設計画那覇軍港移設計画におけるにおけるにおけるにおける浦添市浦添市浦添市浦添市とのとのとのとの調整調整調整調整についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((2222)))) 牧港補給基地移設計画牧港補給基地移設計画牧港補給基地移設計画牧港補給基地移設計画におけるにおけるにおけるにおける沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市とのとのとのとの調整調整調整調整についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((3333)))) 訪米訪米訪米訪米、、、、訪中時訪中時訪中時訪中時、、、、またはそのまたはそのまたはそのまたはその記者会見等記者会見等記者会見等記者会見等におけるにおけるにおけるにおける知事知事知事知事のののの発言発言発言発言についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの外郭団体等外郭団体等外郭団体等外郭団体等のののの人事人事人事人事についてについてについてについて

((((1111)))) 選定理由選定理由選定理由選定理由についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



3

※※※※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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米についてについてについてについて

((((2222)))) 外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体のののの人事人事人事人事についてについてについてについて

2222 水源地域振興交付金水源地域振興交付金水源地域振興交付金水源地域振興交付金のののの創設創設創設創設についてについてについてについて

3333 北部地域基幹病院構想北部地域基幹病院構想北部地域基幹病院構想北部地域基幹病院構想についてについてについてについて

4444 名護東道路名護東道路名護東道路名護東道路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

((((1111)))) 当初計画当初計画当初計画当初計画についてについてについてについて

((((2222)))) そのそのそのそ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

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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※※※※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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 日本固有日本固有日本固有日本固有のののの領土領土領土領土でありでありでありであり沖縄県石垣市沖縄県石垣市沖縄県石垣市沖縄県石垣市のののの行政区域行政区域行政区域行政区域であるであるであるである尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島についてについてについてについて、、、、改改改改めてめてめてめて翁長翁長翁長翁長
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。。。。

((((2222)))) 中国軍中国軍中国軍中国軍のののの東東東東シナシナシナシナ海進出海進出海進出海進出のののの実態実態実態実態についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように捉捉捉捉えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のおのおのおのお考考考考えをえをえをえを
おおおお示示示示しししし願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 土木行政土木行政土木行政土木行政についてについてについてについて

((((1111)))) 石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港ターミナルのターミナルのターミナルのターミナルの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((2222)))) 国道国道国道国道・・・・県道県道県道県道のののの維持維持維持維持、、、、管理体制管理体制管理体制管理体制のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて

((((3333)))) 竹富町西表島白浜港沖竹富町西表島白浜港沖竹富町西表島白浜港沖竹富町西表島白浜港沖のののの岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕についてについてについてについて

((((4444)))) 竹富町離島竹富町離島竹富町離島竹富町離島（（（（竹富島竹富島竹富島竹富島、、、、波照間島波照間島波照間島波照間島））））におけるにおけるにおけるにおける県道昇格整備県道昇格整備県道昇格整備県道昇格整備についてについてについてについて

((((5555)))) 石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港アクセスアクセスアクセスアクセス道路整備事業道路整備事業道路整備事業道路整備事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((6666)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの水道整備水道整備水道整備水道整備におけるにおけるにおけるにおける竹富町負担問題竹富町負担問題竹富町負担問題竹富町負担問題についてについてについてについて

((((7777)))) 与那国町田原川改修工事与那国町田原川改修工事与那国町田原川改修工事与那国町田原川改修工事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

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

((((1111)))) 日台漁業基金日台漁業基金日台漁業基金日台漁業基金のののの活用状況活用状況活用状況活用状況とととと今後今後今後今後のののの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

((((2222)))) 外来有外来有外来有外来有害鳥獣駆除対策害鳥獣駆除対策害鳥獣駆除対策害鳥獣駆除対策についてについてについてについて

((((3333)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町製糖製糖製糖製糖工場工場工場工場建建建建設工事設工事設工事設工事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

4444 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 観光地観光地観光地観光地におけるにおけるにおけるにおける無料無料無料無料Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ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

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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 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

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)))) 今今今今回回回回のののの訪米訪米訪米訪米でででで、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題はははは日米政日米政日米政日米政府府府府間間間間のののの問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、日本政日本政日本政日本政府府府府とととと協議協議協議協議のののの重重重重要要要要性性性性をををを痛感痛感痛感痛感ささささ
れれれれたとたとたとたと思思思思うがうがうがうが、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄政沖縄政沖縄政沖縄政策協議策協議策協議策協議会会会会、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場負担行場負担行場負担行場負担軽減推軽減推軽減推軽減推進進進進協議協議協議協議会会会会のののの再開再開再開再開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)))) 外来外来外来外来生物侵入規生物侵入規生物侵入規生物侵入規制制制制にににに関関関関すすすするるるる条例条例条例条例はははは他他他他県県県県同様同様同様同様、、、、行政行政行政行政でででで策策策策定定定定すべすべすべす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
みみみみ経過経過経過経過とととと所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 東東東東京京京京オリンピオリンピオリンピオリンピックックックック大大大大会会会会にににに間間間間にににに合合合合わせわせわせわせるためるためるためるため、、、、平成平成平成平成32323232年年年年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てけてけてけて那覇那覇那覇那覇第第第第２２２２滑走滑走滑走滑走
路整備路整備路整備路整備がががが進進進進めめめめられられられられているがているがているがているが、、、、知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事のののの成成成成長長長長著著著著しいアしいアしいアしいアジジジジアのアのアのアのダイダイダイダイナミナミナミナミズムズムズムズムとととと連連連連動動動動したアしたアしたアしたアジジジジアアアア経済戦略経済戦略経済戦略経済戦略構想構想構想構想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)))) 平成平成平成平成22228888年度概算年度概算年度概算年度概算要求要求要求要求がががが始始始始まりままりままりままりますすすすがががが、、、、要求要求要求要求予算予算予算予算のののの確確確確保保保保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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。
特特特特にににに自自自自由由由由度度度度のののの高高高高いいいい沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興・・・・公公公公共投資一括共投資一括共投資一括共投資一括交付金交付金交付金交付金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 地域地域地域地域・・・・離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農林水産農林水産農林水産農林水産物流通条件不利性解消物流通条件不利性解消物流通条件不利性解消物流通条件不利性解消事業事業事業事業のののの実実実実績績績績・・・・波波波波及効果及効果及効果及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。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業のののの浸浸浸浸
透透透透・・・・拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るためるためるためるため関係市町関係市町関係市町関係市町村村村村へのへのへのへの業務業務業務業務委託委託委託委託をををを検討検討検討検討すべすべすべすべきときときときと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((2222)))) 下下下下地島空港地島空港地島空港地島空港、、、、残残残残地活用地活用地活用地活用についてはについてはについてはについては、、、、国国国国とととと県県県県でででで速速速速ややややかにかにかにかに対策対策対策対策をををを講講講講ずずずずるるる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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) イモゾウムイモゾウムイモゾウムイモゾウムシシシシ撲滅撲滅撲滅撲滅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)))) 尖閣尖閣尖閣尖閣周周周周辺漁場辺漁場辺漁場辺漁場でででで操操操操業業業業すすすするるるる漁業者漁業者漁業者漁業者はははは「「「「尖閣尖閣尖閣尖閣はははは中国中国中国中国のののの領土領土領土領土にににになっなっなっなってしまてしまてしまてしまっっっっているているているている」」」」とととと危危危危機機機機感感感感をををを
募募募募らせらせらせらせているているているている。。。。知事知事知事知事のののの現状認識現状認識現状認識現状認識とととと漁業者漁業者漁業者漁業者のののの生生生生活活活活とととと安全操安全操安全操安全操業業業業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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺
うううう。。。。

((((5555)))) 111100000000億円億円億円億円のののの漁業振興基金漁業振興基金漁業振興基金漁業振興基金のののの執執執執行状況行状況行状況行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 警察警察警察警察行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) こここことしとしとしとし２２２２月月月月22222222日日日日にににに沖縄沖縄沖縄沖縄平和運動平和運動平和運動平和運動セセセセンンンンターターターター議議議議長長長長のののの山山山山城氏城氏城氏城氏がががが刑刑刑刑事事事事特別法違反容特別法違反容特別法違反容特別法違反容疑疑疑疑でででで逮捕逮捕逮捕逮捕されされされされ
たたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、メディメディメディメディアではアではアではアでは「「「「不不不不当当当当逮捕逮捕逮捕逮捕」」」」とととと報報報報道道道道されされされされたたたた。。。。本事本事本事本事件件件件のののの事実関係事実関係事実関係事実関係とととと見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ６６６６月月月月３３３３日日日日ににににキャンプキャンプキャンプキャンプ・シ・シ・シ・シュワブュワブュワブュワブ前前前前でででで辺野古基地辺野古基地辺野古基地辺野古基地にににに反対反対反対反対すすすするるるる市市市市民民民民団体団体団体団体やややや県県県県議議議議会会会会議員議員議員議員・・・・市市市市議議議議会会会会
議員議員議員議員のののの座座座座りりりり込込込込みがみがみがみが行行行行われわれわれわれ、、、、県県県県警警警警機機機機動隊動隊動隊動隊によりによりによりにより強強強強制制制制排除排除排除排除されされされされたとのたとのたとのたとの報報報報道道道道があがあがあがあっっっったたたた。。。。機機機機動隊動隊動隊動隊
によりによりによりにより強強強強制制制制排除排除排除排除にににに至至至至っっっったたたた事実関係事実関係事実関係事実関係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)))) 事事事事件件件件のののの事実事実事実事実にににに基基基基づづづづかかかかなななないいいい報報報報道道道道によによによによっっっってててて名護市名護市名護市名護市議議議議会会会会やややや他他他他のののの市町市町市町市町村村村村ででででもももも米軍米軍米軍米軍のののの警警警警備備備備員員員員によによによによ
るるるる不不不不当当当当なななな拘束拘束拘束拘束だだだだととととすすすするるるる決議決議決議決議までまでまでまで行行行行われわれわれわれたたたたこここことにとにとにとに対対対対すすすするるるる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うううう。。。。

((((4444)))) 報報報報道道道道写真写真写真写真でででで見見見見ててててもももも明明明明ららららかかかかなななな道路交道路交道路交道路交通法通法通法通法にににに違反違反違反違反したしたしたした基地基地基地基地反対運動反対運動反対運動反対運動はははは厳厳厳厳にににに慎慎慎慎むべむべむべむべきときときときと考考考考えるえるえるえる
がががが見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事はははは、、、、今今今今ででででもももも県県県県警警警警はははは過剰警過剰警過剰警過剰警備備備備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。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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 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

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)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、本土本土本土本土やややや米国米国米国米国各各各各地地地地でででで「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民はははは、、、、これこれこれこれまでまでまでまで一度一度一度一度もももも自自自自らららら基地基地基地基地をををを差差差差しししし出出出出したしたしたしたこここことととと
ははははなななないいいい」」」」とととと公言公言公言公言していましていましていましていますすすす。。。。現現現現在在在在、、、、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移設移設移設移設がががが予予予予定定定定されされされされているているているている名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古
地区地区地区地区にあるにあるにあるにあるキャンプキャンプキャンプキャンプ・シ・シ・シ・シュワブュワブュワブュワブはははは、、、、1111999956565656年年年年（（（（昭和昭和昭和昭和31313131年年年年））））地地地地主全員主全員主全員主全員のののの賛成賛成賛成賛成でででで米国米国米国米国民民民民政政政政府府府府とのとのとのとの
間間間間でででで賃貸契約賃貸契約賃貸契約賃貸契約がががが締結締結締結締結されされされされたたたた。。。。ここここのののの契約契約契約契約はははは、、、、知事知事知事知事のののの公言公言公言公言しているしているしているしている「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民はははは、、、、これこれこれこれまでまでまでまで一一一一
度度度度もももも自自自自らららら基地基地基地基地をををを差差差差しししし出出出出したしたしたしたこここことはとはとはとはなななないいいい」」」」というというというというこここことととととととと違違違違うとうとうとうと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((2222)))) 第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会はははは、、、、仲井眞弘多前仲井眞弘多前仲井眞弘多前仲井眞弘多前知事知事知事知事のののの承承承承認認認認手続手続手続手続をををを検証検証検証検証中中中中でででで７７７７月月月月にににに報告書報告書報告書報告書をををを提提提提出出出出すすすするるるる予予予予
定定定定であるであるであるである。。。。第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会はははは、、、、承承承承認認認認手続手続手続手続にににに関関関関すすすするるるる法的法的法的法的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵やややや環境環境環境環境保保保保全上全上全上全上のののの問題問題問題問題点点点点をををを見見見見
つけつけつけつけ出出出出しししし、、、、報告書報告書報告書報告書をををを作成作成作成作成すすすするのがるのがるのがるのが筋筋筋筋であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会はははは、、、、承承承承認認認認審審審審査査査査にかかにかかにかかにかか
わっわっわっわったたたた県県県県職員職員職員職員のののの聞聞聞聞きききき取取取取りをしているがりをしているがりをしているがりをしているが、、、、県県県県職員職員職員職員のののの間間間間ではではではでは「「「「結論結論結論結論ありきのありきのありきのありきの尋尋尋尋問問問問のようのようのようのようだだだだ」」」」とととと指指指指
摘摘摘摘があるががあるががあるががあるが、、、、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)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの商商商商工工工工社社社社交業組交業組交業組交業組合合合合かかかからららら辺野古区長辺野古区長辺野古区長辺野古区長宛宛宛宛てにてにてにてに陳情書陳情書陳情書陳情書がががが出出出出されされされされておりまておりまておりまておりますすすす。。。。「「「「普天普天普天普天間代間代間代間代
替替替替施設施設施設施設先先先先のののの辺野古辺野古辺野古辺野古周周周周辺辺辺辺はははは反対反対反対反対派派派派集集集集団団団団によるによるによるによる無秩序無秩序無秩序無秩序なななな違法駐車違法駐車違法駐車違法駐車やややや違法占拠違法占拠違法占拠違法占拠のののの異常異常異常異常とととともももも思思思思
えるえるえるえる反対運動反対運動反対運動反対運動にににに、、、、基地基地基地基地内内内内のののの兵隊兵隊兵隊兵隊はははは夜夜夜夜間間間間ははははももももとよりとよりとよりとより昼昼昼昼間間間間のののの外出外出外出外出ももももできできできできなななないいいい状態状態状態状態にににに陥陥陥陥っっっっていまていまていまていま
すすすす」」」」というというというという内容内容内容内容であるであるであるである。。。。そしてそしてそしてそして、、、、別別別別のののの辺野古区辺野古区辺野古区辺野古区民民民民もももも嫌嫌嫌嫌ががががらせらせらせらせ、、、、脅迫脅迫脅迫脅迫、、、、暴暴暴暴言等言等言等言等をををを受受受受けていまけていまけていまけていま
すすすす。。。。知事知事知事知事はははは、、、、警察警察警察警察、、、、海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁へへへへ過剰警過剰警過剰警過剰警備備備備ででででなななないかといかといかといかと要要要要請請請請をしたというをしたというをしたというをしたというここここととととだだだだがががが、、、、キャンキャンキャンキャン
ププププ・シ・シ・シ・シュワブュワブュワブュワブ前前前前のののの反反反反基地活基地活基地活基地活動動動動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)))) 宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市のののの佐喜佐喜佐喜佐喜眞眞眞眞市長市長市長市長かかかからららら「「「「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早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・返還返還返還返還とそのとそのとそのとその間間間間のののの危危危危険険険険性除性除性除性除去去去去及及及及
びびびび負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの迅迅迅迅速速速速かつかつかつかつ積極積極積極積極的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて」」」」とのとのとのとのこここことでとでとでとで要要要要
請請請請があがあがあがあっっっったとたとたとたと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場負担行場負担行場負担行場負担軽減推軽減推軽減推軽減推進会進会進会進会議議議議」」」」及及及及びびびび「「「「負担負担負担負担軽減作軽減作軽減作軽減作業部会業部会業部会業部会」」」」がががが
翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事にににになっなっなっなってててて一度一度一度一度もももも開開開開かかかかれれれれていていていていなななないいいい。。。。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早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・返還返還返還返還やややや危危危危
険険険険性性性性のののの除除除除去去去去及及及及びびびび負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減についてはについてはについてはについては、、、、沖縄県政沖縄県政沖縄県政沖縄県政のののの最最最最重重重重要課題要課題要課題要課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むむむむとととと話話話話されされされされたたたた
そうでそうでそうでそうですすすすがががが、、、、推推推推進会進会進会進会議議議議とととと作作作作業部会業部会業部会業部会がががが開開開開かかかかれなれなれなれないといといといと協議協議協議協議ができができができができななななくくくく、、、、課題課題課題課題解決解決解決解決にににに向向向向けてけてけてけて進進進進まままま
なななないといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、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 農林水産行政農林水産行政農林水産行政農林水産行政についてについてについてについて

((((1111)))) ササササトトトトウキウキウキウキビビビビ作作作作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
　沖縄県　沖縄県　沖縄県　沖縄県のののの基幹基幹基幹基幹作作作作目目目目であるサであるサであるサであるサトトトトウキウキウキウキビビビビのののの生生生生産産産産量量量量がががが県県県県全全全全域域域域でででで66660000万万万万トトトトンンンン台台台台ととととなっなっなっなっているているているている。。。。特特特特
にににに、、、、本島本島本島本島内内内内のののの生生生生産産産産量量量量がががが26262626年年年年・・・・27272727年年年年期期期期でででで13131313万万万万8888266266266266トトトトンンンンでででで６６６６年前年前年前年前のののの22220000年年年年・・・・21212121年年年年期期期期のののの26262626万万万万
6336336336330000トトトトンンンンのののの約約約約半半半半分分分分のののの生生生生産産産産量量量量にににになっなっなっなっているているているている。。。。国国国国はははは、、、、ササササトトトトウキウキウキウキビビビビ農農農農家家家家がががが意意意意欲欲欲欲をををを持持持持っっっってててて生生生生産産産産にににに取取取取
りりりり組組組組めるようにめるようにめるようにめるようにささささとうきとうきとうきとうきびびびび生生生生産者交付金産者交付金産者交付金産者交付金ををををトトトトンンンン当当当当たりたりたりたり１１１１万万万万6426426426420000円円円円としとしとしとし、、、、増増増増産基金産基金産基金産基金についてについてについてについてもももも
セーセーセーセーフテフテフテフティィィィネネネネッッッットトトト基金基金基金基金としてとしてとしてとして継継継継続続続続されされされされたたたた。。。。ササササトトトトウキウキウキウキビビビビのののの生生生生産産産産量量量量ががががふふふふええええなななないいいい原原原原因因因因はははは、、、、生生生生産農産農産農産農家家家家
のののの高高高高齢化齢化齢化齢化、、、、台台台台風風風風、、、、干干干干ばばばばつつつつ等等等等のののの自自自自然災然災然災然災害害害害でででで生生生生産産産産量量量量がががが伸伸伸伸びびびびなななないといといといと言言言言われわれわれわれているているているている。。。。今今今今かかかからららら増増増増産産産産
にににに向向向向けてけてけてけて抜抜抜抜本本本本的的的的なななな対策対策対策対策をとるをとるをとるをとるべべべべきではきではきではきではなななないでしいでしいでしいでしょょょょうかうかうかうか。。。。そそそそここここでででで伺伺伺伺いまいまいまいますすすす。。。。

ｱｱｱｱ ササササトトトトウキウキウキウキビビビビのののの農業農業農業農業生生生生産産産産法法法法人人人人のののの育育育育成成成成・・・・強強強強化化化化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、、、、活活活活動動動動しているしているしているしている法法法法人人人人数数数数はどはどはどはど
ううううなっなっなっなっているかているかているかているか。。。。

ｲｲｲｲ 基金基金基金基金はははは、、、、台台台台風風風風、、、、干干干干ばばばばつつつつ、、、、病病病病害害害害虫虫虫虫発発発発生生生生等等等等にににに対対対対応応応応したしたしたした対策対策対策対策をををを講講講講ずずずずるためのるためのるためのるための基金基金基金基金にににになっなっなっなっているているているている
がががが、、、、地域地域地域地域のののの事事事事情情情情にににに応応応応じじじじたたたた対策対策対策対策をををを講講講講じじじじるようにるようにるようにるようにすべすべすべすべきときときときと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

ｳｳｳｳ 現現現現在在在在、、、、生生生生産産産産法法法法人人人人はははは収穫収穫収穫収穫がががが主主主主にににになっなっなっなっているがているがているがているが、、、、収穫収穫収穫収穫後後後後のののの肥培肥培肥培肥培管理管理管理管理でででで単収単収単収単収のののの増増増増産産産産をををを図図図図るるるるここここ
とがとがとがとが重重重重要要要要であるであるであるである。。。。肥培肥培肥培肥培管理管理管理管理へのへのへのへの基金基金基金基金のののの活用活用活用活用もももも考考考考えるえるえるえるべべべべきときときときと思思思思うがうがうがうが、、、、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)))) 農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業についてについてについてについて
　国　国　国　国はははは、、、、昨昨昨昨年年年年、、、、農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業をスターをスターをスターをスタートトトトさせさせさせさせ、、、、都都都都道道道道府府府府県県県県ごごごごとにとにとにとに農地農地農地農地のののの中間管理機構中間管理機構中間管理機構中間管理機構
（（（（農地農地農地農地ババババンンンンクククク））））をををを発発発発足足足足させさせさせさせたたたた。。。。耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄地地地地のののの発発発発生生生生をををを抑抑抑抑ええええ、、、、「「「「人人人人・・・・農地農地農地農地ププププラララランンンン」」」」とととと一一一一体体体体的的的的にににに推推推推進進進進
しししし、、、、認定認定認定認定新新新新規規規規就就就就農者農者農者農者、、、、規規規規模模模模拡大拡大拡大拡大をををを目目目目指指指指すすすす専専専専業農業農業農業農家家家家やややや農業農業農業農業法法法法人人人人ななななどがどがどがどが農地農地農地農地をををを確確確確保保保保ししししやすやすやすやすくくくく
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すすすするのがるのがるのがるのが狙狙狙狙いであるいであるいであるいである。。。。問題問題問題問題はははは、、、、農業農業農業農業ををををややややるるるる気気気気のあるのあるのあるのある農農農農家家家家のののの需需需需要要要要にににに農地農地農地農地のののの供供供供給給給給がががが確確確確保保保保できできできでき
ていていていていなななないいいいこここことであるとであるとであるとである。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構（（（（農地農地農地農地ババババンンンンクククク））））がみがみがみがみずずずずかかかかららららのののの役割役割役割役割をををを
よよよよくくくく説説説説明明明明しししし、、、、不安不安不安不安をををを取取取取りりりり除除除除きききき、、、、農地農地農地農地のののの貸貸貸貸しししし手手手手をををを掘掘掘掘りりりり起起起起こすここすここすここすことがとがとがとが必必必必要要要要であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの取取取取
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。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように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のかのかのかのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 土木土木土木土木建建建建築築築築行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 報報報報得得得得川川川川のののの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
　　　　平成平成平成平成26262626年度年度年度年度かかかからららら糸満糸満糸満糸満市市市市境境境境界界界界付付付付近近近近かかかからららら上流上流上流上流側側側側2515251525152515メメメメーーーートトトトルのルのルのルの区間区間区間区間についてはについてはについてはについては、、、、事業事業事業事業にににに向向向向
けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいるこここことにとにとにとに対対対対してしてしてして地域地域地域地域住住住住民民民民のののの一一一一人人人人としてとしてとしてとして感感感感謝謝謝謝をををを申申申申しししし上上上上げげげげたいとたいとたいとたいと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。
報報報報得得得得川川川川はははは、、、、周周周周辺辺辺辺にににに保保保保育園育園育園育園、、、、小学校小学校小学校小学校、、、、中中中中学校学校学校学校がががが存存存存在在在在すすすするるるるこここことかとかとかとからららら、、、、整備整備整備整備にににに当当当当たたたたっっっってはてはてはては自自自自然然然然
環境環境環境環境やややや景景景景観観観観にににに配慮配慮配慮配慮すすすするととるととるととるととももももにににに、、、、地域地域地域地域住住住住民民民民やややや関係機関関係機関関係機関関係機関がががが参加参加参加参加すすすするるるる協議協議協議協議会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、親親親親
水水水水性性性性、、、、安全性安全性安全性安全性のののの確確確確保保保保にににに努努努努めるめるめるめ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)))) 県道東県道東県道東県道東風風風風平平平平豊見城豊見城豊見城豊見城線線線線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
　県道東　県道東　県道東　県道東風風風風平平平平豊見城豊見城豊見城豊見城線線線線のののの9999....2222キキキキロロロロメメメメーーーートトトトルのうルのうルのうルのうちちちち、、、、上上上上田交田交田交田交差点差点差点差点かかかからららら豊崎豊崎豊崎豊崎までのまでのまでのまでの4444....7777キキキキロロロロメメメメーーーートトトト
ルについてはルについてはルについてはルについては整備整備整備整備がががが進進進進めめめめられられられられていまていまていまていますすすす。。。。上上上上田交田交田交田交差点差点差点差点かかかからららら八八八八重重重重瀬瀬瀬瀬町町町町友寄友寄友寄友寄までのまでのまでのまでの4444....5555キキキキロロロロメメメメーーーー
トトトトルについてはルについてはルについてはルについては、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度にににに概略概略概略概略設計設計設計設計をををを実施実施実施実施してしてしてして、、、、豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市とととと八八八八重重重重瀬瀬瀬瀬町町町町とととと連連連連携携携携してしてしてして最最最最
適適適適ルールールールートトトト案案案案をををを選定選定選定選定しししし、、、、事業事業事業事業化化化化にににに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というというというというこここことでありましたとでありましたとでありましたとでありました。。。。ああああれれれれかかかからららら３３３３年年年年ににににななななりまりまりまりま
すすすすがががが、、、、次次次次のののの件件件件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。。。。

ｱｱｱｱ 遅々遅々遅々遅々としてとしてとしてとして進進進進ままままなななないのはいのはいのはいのは豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市とととと八八八八重重重重瀬瀬瀬瀬町町町町とのルーとのルーとのルーとのルートトトト選定選定選定選定がががが合合合合わなわなわなわないかいかいかいかららららおおおおくくくくれれれれていていていてい
るのかるのかるのかるのか。。。。またまたまたまた、、、、別別別別のののの要要要要因因因因かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ ルールールールートトトト案案案案がががが決決決決まるのはいつまるのはいつまるのはいつまるのはいつごろごろごろごろでででで、、、、工事工事工事工事着着着着手手手手はははは何何何何年度年度年度年度ににににななななるのかるのかるのかるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 中中中中高一高一高一高一貫校貫校貫校貫校についてについてについてについて
　来　来　来　来春春春春開開開開校校校校すすすするるるる開開開開邦邦邦邦中中中中学学学学、、、、球陽球陽球陽球陽中中中中学学学学のののの説説説説明明明明会会会会にににに両校両校両校両校合合合合わせわせわせわせてててて2222000000000000人人人人のののの親子親子親子親子がががが詰詰詰詰めかけめかけめかけめかけ
たたたた。。。。高高高高校校校校入入入入試試試試ななななしでしでしでしで併併併併設設設設校校校校にににに進進進進学学学学できるできるできるできる点点点点、、、、従従従従来来来来のののの公公公公立立立立中中中中学校学校学校学校よりよりよりよりもももも充充充充実実実実したしたしたした学習学習学習学習内容内容内容内容
へのへのへのへの期待期待期待期待感感感感、、、、私立私立私立私立にににに比比比比べべべべてててて割割割割安安安安なななな学学学学費費費費ななななどがどがどがどが人人人人気気気気のののの理由理由理由理由であるであるであるである。。。。６６６６年年年年間間間間のののの英才教育英才教育英才教育英才教育でででで東東東東
京大京大京大京大学学学学、、、、京京京京都都都都大大大大学学学学ななななどのどのどのどの一流大一流大一流大一流大学学学学へのへのへのへの合合合合格者格者格者格者増増増増をををを見見見見込込込込みみみみ設設設設立立立立されされされされるとるとるとると思思思思っっっっていまていまていまていますすすす。。。。まままま
たたたた、、、、県県県県のののの人人人人材育材育材育材育成成成成もももも考考考考えてえてえてえて進進進進めているとめているとめているとめていると思思思思いまいまいまいますすすす。。。。そそそそここここでででで次次次次ののののこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いまいまいまいますすすす。。。。

ｱｱｱｱ ６６６６年年年年間間間間のののの実実実実績績績績をををを見見見見てててて、、、、南南南南部部部部、、、、北部北部北部北部ににににもももも考考考考慮慮慮慮してしてしてして開開開開校校校校すべすべすべすべきときときときと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

ｲｲｲｲ 八八八八重重重重瀬瀬瀬瀬町町町町にあるにあるにあるにある向向向向陽陽陽陽高高高高校校校校はははは南南南南部部部部でででで唯唯唯唯一一一一のののの進進進進学校学校学校学校だだだだとととと思思思思いまいまいまいますすすすがががが、、、、一一一一貫校貫校貫校貫校としてとしてとしてとして開開開開校校校校すすすす
るるるる計画計画計画計画ははははなななないかいかいかいか。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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)))) 政政政政府府府府骨太方針骨太方針骨太方針骨太方針についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 前仲井眞前仲井眞前仲井眞前仲井眞県政県政県政県政はははは、、、、「「「「骨太方針骨太方針骨太方針骨太方針」」」」にににに県県県県のののの主主主主要政要政要政要政策策策策をををを明明明明記記記記しししし、、、、訴訴訴訴えてきましたえてきましたえてきましたえてきました。。。。具具具具体体体体的的的的にはどにはどにはどにはど
のようのようのようのようなななな明明明明記記記記ががががなされなされなされなされてきたかてきたかてきたかてきたか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 去去去去るるるる６６６６月月月月11110000日日日日にににに翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、政政政政府府府府そしてそしてそしてそして与党与党与党与党自民自民自民自民党党党党にににに「「「「骨太方針骨太方針骨太方針骨太方針」」」」のののの要要要要請請請請をををを行行行行っっっっておりておりておりており
まままますすすす。。。。どのようどのようどのようどのようなななな要要要要請請請請内容内容内容内容かおかおかおかお示示示示ししししくくくくださださださださいいいい。。。。

ｳｳｳｳ 自民自民自民自民党沖縄振興調査会党沖縄振興調査会党沖縄振興調査会党沖縄振興調査会でででで今今今今月月月月、、、、提提提提言言言言書書書書がまとめがまとめがまとめがまとめられられられられ、、、、17171717日日日日にはにはにはには各各各各担当担当担当担当大大大大臣臣臣臣にににに提提提提言言言言されされされされ
たとたとたとたと聞聞聞聞いておりまいておりまいておりまいておりますすすす。。。。自民自民自民自民党党党党のののの提提提提言言言言案案案案にどのようにどのようにどのようにどのようなななな感感感感想想想想をおをおをおをお持持持持ちちちちでしでしでしでしょょょょうかおうかおうかおうかお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくだだだだ
ささささいいいい。。。。

((((2222)))) 概算概算概算概算要求要求要求要求についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今今今今年年年年８８８８月月月月のののの振興費振興費振興費振興費概算概算概算概算要求要求要求要求はははは翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事ののののももももとでとでとでとで行行行行われわれわれわれまままますすすすがががが、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度のののの要求要求要求要求額額額額にににになななな
るかるかるかるか伺伺伺伺いまいまいまいますすすす。。。。

ｲｲｲｲ 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの第第第第２２２２滑走滑走滑走滑走路路路路増増増増設事業設事業設事業設事業はははは、、、、振興費振興費振興費振興費とはとはとはとは別別別別枠枠枠枠でででで予算予算予算予算計計計計上上上上すべすべすべすべきとのきとのきとのきとの意意意意見見見見がありがありがありがあり
まままますすすすがががが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いまいまいまいますすすす。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興予算予算予算予算をををを有有有有効的効的効的効的にににに獲得獲得獲得獲得すすすするにはあるにはあるにはあるにはあららららゆゆゆゆるるるる政治政治政治政治主主主主導導導導のののの努力努力努力努力がががが必必必必要要要要不不不不可欠可欠可欠可欠とととと考考考考えるえるえるえる
がががが知事知事知事知事のののの考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくださださださださいいいい。。。。

((((3333)))) 日米日米日米日米安安安安保体制保体制保体制保体制についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 戦戦戦戦後後後後77770000年年年年間間間間のののの大大大大半半半半をををを担担担担っっっってきたてきたてきたてきた日米日米日米日米同同同同盟盟盟盟によるによるによるによるここここのののの体制体制体制体制のののの評価評価評価評価をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｲｲｲｲ 基地基地基地基地のののの運運運運用用用用規規規規定定定定をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだだだだ日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いまいまいまいますすすす。。。。

ｳｳｳｳ 日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定のののの抜抜抜抜本本本本的的的的改定改定改定改定をををを日米日米日米日米両両両両政政政政府府府府にににに強強強強くくくく早急早急早急早急にににに要要要要請請請請すべすべすべすべきときときときと考考考考えまえまえまえますすすすがががが、、、、御御御御意意意意
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 医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 韓韓韓韓国国国国におけるにおけるにおけるにおけるＭＭＭＭＥＥＥＥＲＲＲＲＳＳＳＳ報報報報道道道道についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 具具具具体体体体的的的的にどのようにどのようにどのようにどのようなななな病病病病気気気気かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 韓韓韓韓国国国国でのでのでのでの感感感感染染染染者者者者とととと死亡死亡死亡死亡者者者者のののの現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 感感感感染染染染状況状況状況状況がががが国国国国際際際際的的的的にににに懸念懸念懸念懸念されされされされているがているがているがているが、、、、本県本県本県本県のののの水水水水際防疫際防疫際防疫際防疫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)))) 年年年年金金金金情報流情報流情報流情報流出出出出についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 全全全全国国国国でででで流流流流出出出出最最最最多多多多のののの6666800800800800件件件件余余余余りというりというりというりという本県本県本県本県のののの現状現状現状現状はどうはどうはどうはどうなっなっなっなっ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まいまいまいますすすす。。。。またまたまたまた、、、、なななな
ぜぜぜぜ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが最最最最もももも多多多多いのかそのいのかそのいのかそのいのかその理由理由理由理由はははは何何何何かおかおかおかお聞聞聞聞きしまきしまきしまきしますすすす。。。。

ｲｲｲｲ 漏漏漏漏えいえいえいえい後後後後、、、、初初初初のののの年年年年金金金金支支支支給給給給がががが去去去去るるるる６６６６月月月月15151515日日日日にににに行行行行われわれわれわれましたがましたがましたがましたが、、、、混乱混乱混乱混乱やややや支支支支障障障障ははははななななかかかかっっっったかたかたかたか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 警察警察警察警察行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) ササササイイイイババババーーーー犯罪犯罪犯罪犯罪についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県内内内内におけるにおけるにおけるにおける不不不不正正正正アクセスアクセスアクセスアクセス被被被被害害害害状況状況状況状況とそのとそのとそのとその予予予予防防防防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。。。。

ｲｲｲｲ 年年年年金金金金情報流情報流情報流情報流出問題出問題出問題出問題についてについてについてについて、、、、県県県県内内内内においてにおいてにおいてにおいて実実実実害害害害はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。またまたまたまた、、、、どのようどのようどのようどのようなななな被被被被害害害害がががが想想想想
定定定定されされされされるのかるのかるのかるのか、、、、おおおお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくださださださださいいいい。。。。

4444 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県いいいいじじじじめめめめ防止防止防止防止対策審議対策審議対策審議対策審議会設会設会設会設置置置置条例条例条例条例についてについてについてについて
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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「「「「いいいいじじじじめめめめ」」」」のののの実態実態実態実態はどうはどうはどうはどうなっなっなっなっ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。。。。

ｲｲｲｲ 教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会ははははこれこれこれこれまでまでまでまで「「「「いいいいじじじじめめめめ」」」」防止防止防止防止対策対策対策対策としてどのようとしてどのようとしてどのようとしてどのようなななな取取取取りりりり組組組組みをしてきたかみをしてきたかみをしてきたかみをしてきたか、、、、伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県いいいいじじじじめめめめ防止防止防止防止対策審議対策審議対策審議対策審議会会会会をををを設設設設置置置置すすすするるるる理由理由理由理由とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 同対策審議同対策審議同対策審議同対策審議会会会会のののの具具具具体体体体的的的的なななな活活活活動動動動とととと各各各各種種種種団体団体団体団体とのとのとのとの連連連連携携携携についておについておについておについてお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくださださださださいいいい。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606月月月月29292929    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

8888 17171717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

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資資資源源源源についてについてについてについて

((((1111)))) 海海海海洋洋洋洋資資資資源源源源開開開開発発発発とととと産業産業産業産業のののの創出創出創出創出についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今後今後今後今後、、、、我我我我がががが県県県県周周周周辺海域辺海域辺海域辺海域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開開開発発発発がががが進行進行進行進行すすすするにるにるにるに当当当当たりたりたりたり、、、、東東東東シナシナシナシナ海海海海ガガガガスススス田並田並田並田並びびびび
にににに尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島にににに見見見見られられられられるるるる我我我我がががが国国国国のののの主主主主権権権権がががが脅脅脅脅かかかかされされされされているているているている現状現状現状現状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所所所見見見見をををを伺伺伺伺
いまいまいまいますすすす。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県委託委託委託委託事業事業事業事業「「「「海海海海洋洋洋洋資資資資源源源源利利利利用用用用とととと支援支援支援支援拠点拠点拠点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可能可能可能性性性性調査事業調査事業調査事業調査事業」」」」のののの目目目目的的的的とととと成成成成
果果果果についてについてについてについて説説説説明明明明願願願願いまいまいまいますすすす。。。。

ｳｳｳｳ 調査調査調査調査報告報告報告報告をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、今今今今年度年度年度年度以降以降以降以降のののの展望展望展望展望並並並並びびびびにににに今後今後今後今後のののの具具具具体体体体的的的的なななな県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、
詳細詳細詳細詳細にににに説説説説明明明明願願願願いまいまいまいますすすす。。。。

ｴｴｴｴ 平成平成平成平成33330000年年年年代後代後代後代後半半半半にはにはにはには民民民民間間間間へのへのへのへの技術技術技術技術移移移移転転転転をををを含含含含めめめめ、、、、商商商商業業業業化化化化へへへへ進進進進むむむむとととと言言言言われわれわれわれているがているがているがているが、、、、現時現時現時現時
点点点点でででで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取取取取りりりり組組組組ももももうとしているのかうとしているのかうとしているのかうとしているのか、、、、国国国国のののの動向動向動向動向にどのようにかかにどのようにかかにどのようにかかにどのようにかかわっわっわっわっているのかているのかているのかているのか
説説説説明明明明願願願願いまいまいまいますすすす。。。。

2222 特特特特定地域定地域定地域定地域特別特別特別特別振興事業振興事業振興事業振興事業についてについてについてについて

((((1111)))) 旧旧旧旧軍軍軍軍飛飛飛飛行場用地問題行場用地問題行場用地問題行場用地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 旧旧旧旧那覇那覇那覇那覇飛飛飛飛行場用地問題行場用地問題行場用地問題行場用地問題解決解決解決解決地地地地主主主主会会会会のののの字字字字大大大大嶺嶺嶺嶺自自自自治会治会治会治会館館館館建建建建てかえをてかえをてかえをてかえを推推推推進進進進すすすするるるる地地地地権権権権者者者者のののの会会会会
のののの要要要要請請請請についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 同同同同事業事業事業事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

3333 議員提議員提議員提議員提出出出出議議議議案案案案第第第第１１１１号号号号　　　　公有水公有水公有水公有水面埋立面埋立面埋立面埋立事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける埋立埋立埋立埋立用用用用材材材材にににに係係係係るるるる外来外来外来外来生物生物生物生物のののの侵入侵入侵入侵入防止防止防止防止にににに
関関関関すすすするるるる条例条例条例条例についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いまいまいまいますすすす

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


