
1

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30303030    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 17171717分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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

1111 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地・・・・普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害についてについてについてについて

((((2222)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地・・・・普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの運用運用運用運用についてについてについてについて

((((3333)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地・・・・普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの外来機被害外来機被害外来機被害外来機被害にににに関関関関するこれまでのするこれまでのするこれまでのするこれまでの県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと認識認識認識認識についてについてについてについて

((((4444)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの訪米訪米訪米訪米のののの成果成果成果成果についてについてについてについて

((((5555)))) 政府政府政府政府にににに対対対対しししし日米地位協定改定日米地位協定改定日米地位協定改定日米地位協定改定にににに向向向向けてけてけてけて県県県県はははは要請要請要請要請すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

((((6666)))) 基地返還跡地利用基地返還跡地利用基地返還跡地利用基地返還跡地利用についてについてについてについて

2222 防音工事防音工事防音工事防音工事についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成25252525年年年年・・・・26262626年度年度年度年度のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの実施実施実施実施とととと件数件数件数件数・・・・執行率執行率執行率執行率・・・・総予算総予算総予算総予算についてについてについてについて

((((2222)))) 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの件数件数件数件数とととと予算予算予算予算についてについてについてについて

((((3333)))) 平成平成平成平成26262626年年年年・・・・平成平成平成平成27272727年度年度年度年度のののの認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの件数件数件数件数とととと予算予算予算予算についてについてについてについて

((((4444)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの防音工事防音工事防音工事防音工事がががが対象対象対象対象になっているになっているになっているになっている件数件数件数件数とととと手続手続手続手続のののの簡素化簡素化簡素化簡素化、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて

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)))) 本県観光本県観光本県観光本県観光のののの将来展望将来展望将来展望将来展望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

((((2222)))) 本県観光本県観光本県観光本県観光はははは好調好調好調好調にににに推移推移推移推移しししし、、、、2014201420142014年度年度年度年度はははは約約約約717717717717万人万人万人万人ものものものもの観光客観光客観光客観光客がががが本県本県本県本県をををを訪訪訪訪れたれたれたれた。。。。2021202120212021年度年度年度年度
1000100010001000万観光立県万観光立県万観光立県万観光立県にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた誘客戦略誘客戦略誘客戦略誘客戦略についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの青青青青いいいい海海海海・・・・青青青青いいいい空空空空はははは貴重貴重貴重貴重なななな海洋資源海洋資源海洋資源海洋資源でででで、、、、観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄のののの宝宝宝宝であるがであるがであるがであるが本県本県本県本県がががが推進推進推進推進するするするする観観観観
光光光光・リゾート・リゾート・リゾート・リゾート地地地地のののの整備整備整備整備とととと調和調和調和調和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くかっていくかっていくかっていくか、、、、本県本県本県本県のののの観光関連観光関連観光関連観光関連のののの予算予算予算予算はははは。（。（。（。（平成平成平成平成
26262626年年年年・・・・27272727年年年年））））

((((4444)))) 海海海海のののの牧場牧場牧場牧場（（（（海洋牧場海洋牧場海洋牧場海洋牧場・・・・釣釣釣釣りりりり公園公園公園公園・・・・海上海上海上海上レストランレストランレストランレストラン等等等等））））をををを建設建設建設建設しししし、、、、沖縄独自沖縄独自沖縄独自沖縄独自のののの施設実現施設実現施設実現施設実現についについについについ
ててて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。。。。

((((5555)))) 1000100010001000万観光立県万観光立県万観光立県万観光立県にににに向向向向けてけてけてけて、、、、国道国道国道国道58585858号交通渋滞緩和号交通渋滞緩和号交通渋滞緩和号交通渋滞緩和のためののためののためののための手段手段手段手段としてとしてとしてとして高速船高速船高速船高速船のののの活用活用活用活用をををを
求求求求めるめるめるめる。（。（。（。（海上海上海上海上タクシー・クルーズタクシー・クルーズタクシー・クルーズタクシー・クルーズ船船船船））））

ｱｱｱｱ 那覇空港拡張整備那覇空港拡張整備那覇空港拡張整備那覇空港拡張整備にににに伴伴伴伴いいいい、、、、空港内空港内空港内空港内あるいはあるいはあるいはあるいは近近近近くにくにくにくに港湾整備港湾整備港湾整備港湾整備をしてをしてをしてをして那覇那覇那覇那覇からからからから北谷町約北谷町約北谷町約北谷町約
15151515分分分分・・・・嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町20202020分分分分・・・・読谷村読谷村読谷村読谷村25252525分分分分・・・・恩納村恩納村恩納村恩納村30303030分分分分・・・・名護市名護市名護市名護市40404040分分分分・・・・本部町本部町本部町本部町50505050分分分分とととと高速船高速船高速船高速船をををを活活活活
用用用用しししし、、、、1000100010001000万観光立県万観光立県万観光立県万観光立県にににに向向向向けてのけてのけてのけての海上海上海上海上のインフラのインフラのインフラのインフラ整備整備整備整備はできないかはできないかはできないかはできないか。。。。

ｲｲｲｲ 港近港近港近港近くをくをくをくを整備整備整備整備してタクシー・バス・レンタカーなどとしてタクシー・バス・レンタカーなどとしてタクシー・バス・レンタカーなどとしてタクシー・バス・レンタカーなどと連携連携連携連携しししし、、、、国道国道国道国道・・・・県道県道県道県道・・・・中北部中北部中北部中北部のののの交通渋交通渋交通渋交通渋
滞滞滞滞のののの対策対策対策対策はできないかはできないかはできないかはできないか。。。。

((((6666)))) 那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備那覇空港滑走路拡張整備のののの総予算総予算総予算総予算とととと完完完完成予定成予定成予定成予定・・・・進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況についてについてについてについて

((((7777)))) ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設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がががが、、、、与与与与那那那那原原原原町町町町とととと西原西原西原西原町町町町にまたがるにまたがるにまたがるにまたがるママママリンタリンタリンタリンタウウウウンンンン東浜東浜東浜東浜地地地地区区区区にににに
決決決決定定定定したしたしたした経緯経緯経緯経緯とととと理由理由理由理由についてについてについてについて

((((8888)))) ママママリンタリンタリンタリンタウウウウンンンン地地地地区区区区はははは、、、、交通交通交通交通インフラのインフラのインフラのインフラのおおおおくれがくれがくれがくれが指摘指摘指摘指摘さささされているがれているがれているがれているが、、、、2020202020202020年度年度年度年度供供供供用用用用開始開始開始開始にインにインにインにイン
フラフラフラフラ整備整備整備整備がががが間間間間にににに合合合合うかうかうかうか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

((((9999)))) 本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるけるヨッヨッヨッヨットトトトハハハハーバーーバーーバーーバー整備整備整備整備のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて

4444 土木土木土木土木建建建建築築築築関関関関係係係係についてについてについてについて

((((1111)))) 防防防防衛局衛局衛局衛局、、、、総総総総合合合合事事事事務局務局務局務局、、、、県県県県発注発注発注発注工事工事工事工事のののの平成平成平成平成25252525年年年年・・・・26262626年年年年のののの予算予算予算予算とととと執行率執行率執行率執行率についてについてについてについて

((((2222)))) 県内県内県内県内業業業業者者者者のののの受注受注受注受注率率率率についてについてについてについて
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((((3333)))) 県県県県発注発注発注発注のののの県内県内県内県内下下下下請請請請業業業業者者者者のののの特記特記特記特記事事事事項項項項はははは実施実施実施実施さささされているかれているかれているかれているか。。。。

((((4444)))) 最低最低最低最低基基基基準価格準価格準価格準価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、、、、現現現現在在在在おおむねおおむねおおむねおおむね99990000％％％％台台台台にてにてにてにて実施実施実施実施しているとしているとしているとしていると思思思思わわわわれますれますれますれます
がががが、、、、実実実実際際際際のののの入札結入札結入札結入札結果果果果をををを確確確確認認認認するするするする限限限限りりりり、、、、若干若干若干若干ののののばばばばらつきがあるらつきがあるらつきがあるらつきがある。（。（。（。（88889999....3333％％％％からからからから88889999....7777％％％％））））現現現現在在在在のののの
実実実実態態態態のののの説明説明説明説明、、、、今後今後今後今後制限価格制限価格制限価格制限価格をををを見見見見直直直直すかについてすかについてすかについてすかについて確確確確認認認認したいしたいしたいしたい。。。。

((((5555)))) 県県県県発注発注発注発注工事工事工事工事入札入札入札入札についてについてについてについて、、、、現場現場現場現場がががが中中中中断断断断しているしているしているしている箇箇箇箇所所所所であってもであってもであってもであっても、、、、別別別別のののの現場現場現場現場監督監督監督監督をすることをすることをすることをすること
ができるかができるかができるかができるか。。。。

((((6666)))) 西原西原西原西原町町町町２２２２級河川小波津川級河川小波津川級河川小波津川級河川小波津川改改改改修修修修工事工事工事工事についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 予算予算予算予算とととと完完完完成時成時成時成時期期期期、、、、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状況捗状況捗状況捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 地地地地元元元元地地地地域域域域からからからから陳情陳情陳情陳情要望等要望等要望等要望等がががが出出出出さささされているとれているとれているとれていると思思思思うがうがうがうが、、、、ココココンンンンセセセセンンンンササササスがスがスがスが得得得得られているかられているかられているかられているか、、、、特特特特にににに
氾濫氾濫氾濫氾濫がががが集集集集中中中中しているしているしているしている平園平園平園平園のののの地地地地区区区区とのとのとのとのココココンンンンセセセセンンンンササササスはとられているかスはとられているかスはとられているかスはとられているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。（。（。（。（住民説明住民説明住民説明住民説明
会会会会はははは行行行行っているかっているかっているかっているか。）。）。）。）

ｳｳｳｳ 地地地地元元元元地地地地域域域域からからからから予予予予測測測測さささされるれるれるれる河川河川河川河川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫によるによるによるによる被害被害被害被害にににに対対対対しししし、、、、地地地地元元元元からからからから要求要求要求要求がががが出出出出れれれればばばば県県県県はははは責責責責
任任任任をををを持持持持ってってってって対対対対応応応応できるかできるかできるかできるか。。。。

5555 道路行政道路行政道路行政道路行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国道国道国道国道58585858号号号号のののの交通渋滞対策交通渋滞対策交通渋滞対策交通渋滞対策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58585858号号号号のののの交通渋滞緩和交通渋滞緩和交通渋滞緩和交通渋滞緩和のためののためののためののための県道県道県道県道74747474号号号号線線線線（（（（沖縄嘉手納沖縄嘉手納沖縄嘉手納沖縄嘉手納線線線線））））池武当池武当池武当池武当近近近近くにくにくにくに高速道路高速道路高速道路高速道路
ののののアウアウアウアウトインができるインターをつくっていたトインができるインターをつくっていたトインができるインターをつくっていたトインができるインターをつくっていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。

((((3333)))) 西西西西湾湾湾湾岸岸岸岸道路道路道路道路（（（（嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納バイバイバイバイパパパパスススス））））のののの進進進進捗捗捗捗率率率率とととと完完完完成予定成予定成予定成予定についてについてについてについて

((((4444)))) 北谷町北谷町北谷町北谷町砂辺第砂辺第砂辺第砂辺第１１１１ゲゲゲゲートートートート近近近近くのくのくのくの交通渋滞対策交通渋滞対策交通渋滞対策交通渋滞対策についてについてについてについて

((((5555)))) 読谷村読谷村読谷村読谷村役役役役場場場場（（（（読谷読谷読谷読谷残波線喜残波線喜残波線喜残波線喜名名名名））））からからからから国道国道国道国道58585858号号号号弾薬庫弾薬庫弾薬庫弾薬庫をををを通通通通ってってってって沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの高速北高速北高速北高速北インターにインターにインターにインターに
つながるつながるつながるつながる（（（（仮称仮称仮称仮称沖縄読谷沖縄読谷沖縄読谷沖縄読谷線線線線））））道路要請道路要請道路要請道路要請がががが出出出出ているとているとているとていると思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識とととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) ライカライカライカライカムムムム（（（（イイイイオオオオンンンンモモモモールールールール））））オオオオーーーーププププンにンにンにンに伴伴伴伴いいいい、、、、これからもこれからもこれからもこれからも地地地地域開発域開発域開発域開発とともにとともにとともにとともに交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞がががが予予予予想想想想ささささ
れますれますれますれます。。。。そそそそのののの課題課題課題課題とととと解解解解決決決決にににに向向向向けてけてけてけて、、、、北中北中北中北中城城城城村村村村役役役役場近場近場近場近くのくのくのくの高速高速高速高速インターをインターをインターをインターをアウアウアウアウトインができるトインができるトインができるトインができる
ようようようよう整備整備整備整備していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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30303030    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 17171717分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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

1111 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの政策公約政策公約政策公約政策公約集集集集「「「「誇誇誇誇りあるりあるりあるりある豊豊豊豊かかかかささささをををを」」」」よりよりよりより

((((1111)))) 「「「「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄経済発経済発経済発経済発展展展展のののの最大最大最大最大のののの阻阻阻阻害要害要害要害要因因因因であるであるであるである」」」」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、基地基地基地基地のののの目目目目的的的的、、、、経済経済経済経済
波及効波及効波及効波及効果果果果、、、、基地返還基地返還基地返還基地返還のののの具体具体具体具体策策策策はははは。。。。

((((2222)))) 「「「「基地建設基地建設基地建設基地建設とリンクしたかのようなとリンクしたかのようなとリンクしたかのようなとリンクしたかのような経済経済経済経済振興策振興策振興策振興策はははは、、、、将来将来将来将来にににに禍根禍根禍根禍根をををを残残残残すすすす」」」」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、翁長知翁長知翁長知翁長知
事事事事はははは、、、、県県県県議議議議時時時時代代代代はははは豊豊豊豊かかかかささささとととと平和平和平和平和のリンクのリンクのリンクのリンク、、、、つまりつまりつまりつまり経済経済経済経済とととと基地基地基地基地はリンクするとはリンクするとはリンクするとはリンクすると公公公公言言言言していたしていたしていたしていた。。。。いいいい
つからつからつからつから考考考考ええええがががが大大大大きくきくきくきく変変変変わわわわったのかったのかったのかったのか。。。。

((((3333)))) 「「「「これまでこれまでこれまでこれまで何百何百何百何百年年年年ににににわわわわたってたってたってたって先先先先人達人達人達人達がががが散々散々散々散々なめなめなめなめさせさせさせさせられたられたられたられた苦汁苦汁苦汁苦汁」」」」についてについてについてについて、、、、これはこれはこれはこれは、、、、翁長翁長翁長翁長
家家家家のののの何百何百何百何百年年年年ににににわわわわたるたるたるたる歴史歴史歴史歴史のことかのことかのことかのことか。。。。

((((4444)))) 断固反断固反断固反断固反対対対対、、、、県県県県民民民民とともにとともにとともにとともに貫貫貫貫くくくく３３３３つのつのつのつのＮＯＮＯＮＯＮＯ、、、、((((1111))))新新新新基地基地基地基地反反反反対対対対・・・・オオオオススススププププレイレイレイレイ配配配配備備備備反反反反対対対対、、、、((((2222))))不当不当不当不当なななな格格格格
差断固反差断固反差断固反差断固反対対対対、、、、((((3333))))原発原発原発原発建設建設建設建設にににに断固反断固反断固反断固反対対対対についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、反反反反対運対運対運対運動動動動をするのがをするのがをするのがをするのが目目目目的的的的でででで知事知事知事知事になったのではないかになったのではないかになったのではないかになったのではないか。。。。

ｲｲｲｲ 不当不当不当不当なななな格差格差格差格差にににに断固反断固反断固反断固反対対対対とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、誰誰誰誰がががが、、、、誰誰誰誰にににに対対対対してしてしてして不当不当不当不当なななな格差格差格差格差をををを与与与与ええええているのかているのかているのかているのか。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄にはにはにはには、、、、現現現現在在在在もももも将来将来将来将来もももも原発原発原発原発建設建設建設建設はははは予定予定予定予定さささされていないにもかかれていないにもかかれていないにもかかれていないにもかかわわわわららららずずずず、、、、ななななぜぜぜぜああああええええてててて原発原発原発原発
建設建設建設建設にににに断固反断固反断固反断固反対対対対かかかか。。。。

2222 県県県県民大民大民大民大会会会会・・・・翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの挨拶挨拶挨拶挨拶よりよりよりより

((((1111)))) 「「「「日本日本日本日本のののの安全安全安全安全保保保保障障障障はははは、、、、日本国日本国日本国日本国民全体民全体民全体民全体でででで負担負担負担負担するするするする気構気構気構気構ええええがなけれがなけれがなけれがなければばばば、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののほほほほととととんんんんどのどのどのどの県県県県
民民民民にににに負担負担負担負担ををををさせさせさせさせてててておおおおいていていていて」」」」とととと日本国日本国日本国日本国民民民民をををを批判批判批判批判していますがしていますがしていますがしていますが、、、、県知事県知事県知事県知事としてとしてとしてとして批判批判批判批判ばばばばかりではかりではかりではかりでは
問題解問題解問題解問題解決決決決しましましましませんせんせんせん。。。。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みますかみますかみますかみますか。。。。

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古問題問題問題問題のののの原点原点原点原点はははは、、、、普天間普天間普天間普天間のののの危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去であるであるであるである。。。。ななななぜぜぜぜ、、、、「「「「原点原点原点原点はははは普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地がががが戦後戦後戦後戦後
米軍米軍米軍米軍にににに強制接収強制接収強制接収強制接収さささされたことにありますれたことにありますれたことにありますれたことにあります」」」」になったかになったかになったかになったか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「何回何回何回何回もももも確確確確認認認認しますしますしますします。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは自自自自らららら基地基地基地基地をををを提供提供提供提供したことはしたことはしたことはしたことは一一一一度度度度ももももござござござございまいまいまいませんせんせんせん。。。。普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行行行行
場場場場ももももそそそそれれれれ以以以以外外外外のののの基地基地基地基地もももも戦後戦後戦後戦後強制接収強制接収強制接収強制接収さささされてれてれてれて基地建設基地建設基地建設基地建設がながながながなさささされているのでありますれているのでありますれているのでありますれているのであります。。。。」」」」としとしとしとし
ているがているがているがているが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは事実事実事実事実ですかですかですかですか。。。。    

((((4444)))) 「「「「自国自国自国自国民民民民にににに自自自自由由由由とととと人人人人権権権権、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義というというというという価値価値価値価値観観観観をををを保保保保障障障障できないできないできないできない国国国国がががが、、、、世界世界世界世界のののの国国国国々々々々ととととそそそそのののの価価価価
値値値値観観観観をををを共有共有共有共有できるでしできるでしできるでしできるでしょょょょうかうかうかうか。。。。」」」」とととと日本国日本国日本国日本国をををを批判批判批判批判していますがしていますがしていますがしていますが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、県県県県民民民民のののの自自自自由由由由とととと
人人人人権権権権、、、、自自自自己決己決己決己決定定定定権権権権、、、、民主主義民主主義民主主義民主主義をををを尊尊尊尊重重重重していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

((((5555)))) 「「「「新辺野古新辺野古新辺野古新辺野古基地基地基地基地のののの建設建設建設建設をををを阻止阻止阻止阻止することがすることがすることがすることが普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行場行場行場行場をををを唯一唯一唯一唯一解解解解決決決決するするするする政策政策政策政策ですですですです。。。。」」」」とととと発言発言発言発言
していますがしていますがしていますがしていますが、、、、辺野古阻止辺野古阻止辺野古阻止辺野古阻止とととと普天間返還普天間返還普天間返還普天間返還、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの解解解解決決決決にににに向向向向けてのけてのけてのけての具体具体具体具体策策策策はははは。。。。

((((6666)))) 「「「「ウチナウチナウチナウチナーンーンーンーンチュチュチュチュ、、、、ウウウウシシシシェェェェーーーーティナティナティナティナイイイイビビビビランランランランドドドドーーーー。。。。」」」」、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のこののこののこののこの発言発言発言発言はははは誰誰誰誰にににに訴訴訴訴ええええているているているている
のかのかのかのか。。。。

3333 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興一括一括一括一括交交交交付金付金付金付金事事事事業業業業のののの那覇市那覇市那覇市那覇市龍柱龍柱龍柱龍柱建設事建設事建設事建設事業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) 目目目目的的的的とととと現現現現状状状状はははは。。。。

4444 辺野古新辺野古新辺野古新辺野古新基地建設問題対策課基地建設問題対策課基地建設問題対策課基地建設問題対策課のののの設設設設置置置置についてについてについてについて

((((1111)))) 目目目目的的的的とととと仕仕仕仕事内事内事内事内容容容容はははは。。。。

5555 翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政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)))) 沖縄県政沖縄県政沖縄県政沖縄県政史史史史上上上上初初初初のののの身身身身内人事内人事内人事内人事、、、、選挙功選挙功選挙功選挙功労労労労人事人事人事人事、、、、利利利利権権権権をををを与与与与ええええるるるる独独独独裁裁裁裁人事人事人事人事ではないかではないかではないかではないか。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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30303030    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 17171717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

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

1111 政政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事就就就就任任任任からからからから半半半半年年年年がががが過過過過ぎぎぎぎますがますがますがますが、、、、知事自知事自知事自知事自身身身身のののの心境心境心境心境はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 沖縄問題沖縄問題沖縄問題沖縄問題はははは、、、、基地基地基地基地以以以以外外外外にもにもにもにも課題課題課題課題がががが多多多多くこのくこのくこのくこ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。。。。

ｱｱｱｱ 経済経済経済経済物流物流物流物流・・・・子子子子育育育育てててて人人人人材材材材育成育成育成育成・・・・公公公公共共共共交通交通交通交通・・・・文文文文化化化化環境環境環境環境事事事事業業業業・・・・鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導導導導入入入入などのなどのなどのなどの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況はははは、、、、
どうなっているのかどうなっているのかどうなっているのかどうなっているのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) 今今今今回回回回のののの知事知事知事知事のののの訪米訪米訪米訪米にあたってにあたってにあたってにあたって米国米国米国米国のののの国国国国務務務務省省省省及及及及びびびび国防総国防総国防総国防総省省省省ののののアアアアポポポポがががが全全全全くとれくとれくとれくとれずずずずにににに非常非常非常非常にににに
難儀難儀難儀難儀したしたしたしたそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、そそそそこでこでこでこで県県県県庁庁庁庁のののの事事事事務務務務方方方方はははは、、、、最最最最終終終終的的的的にににに外外外外務務務務省省省省沖縄事沖縄事沖縄事沖縄事務務務務所所所所にににに泣泣泣泣きつききつききつききつき、、、、
沖縄事沖縄事沖縄事沖縄事務務務務所所所所→→→→東東東東京京京京のののの外外外外務務務務省省省省→→→→在在在在ワワワワシントンのシントンのシントンのシントンの日本日本日本日本大大大大使館使館使館使館というルートでというルートでというルートでというルートで、、、、国国国国務務務務省省省省とととと国防国防国防国防
総総総総省省省省ののののアアアアポポポポをとりつけたとのことですをとりつけたとのことですをとりつけたとのことですをとりつけたとのことです。。。。鳴鳴鳴鳴りりりり物物物物入入入入りでりでりでりでワワワワシントンシントンシントンシントン事事事事務務務務所所所所をををを開開開開設設設設しししし、、、、平平平平安安安安山山山山氏氏氏氏をををを
所長所長所長所長にににに据据据据ええええたもののたもののたもののたものの、、、、ほほほほととととんんんんどどどど機機機機能能能能していなかったというしていなかったというしていなかったというしていなかったというわわわわけですがけですがけですがけですが、、、、年間年間年間年間7000700070007000万万万万円円円円ものものものもの
予算予算予算予算をををを出出出出してしてしてしておおおおきながらきながらきながらきながら、、、、これはいかがなものかこれはいかがなものかこれはいかがなものかこれはいかがなものか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古にににに反反反反対対対対するならするならするならするならばばばば、、、、知事知事知事知事はははは普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの返還返還返還返還をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための対対対対案案案案をををを示示示示すのすのすのすの
がががが行政行政行政行政のののの責任責任責任責任だだだだ。。。。知事知事知事知事はははは、、、、行政行政行政行政のののの立場立場立場立場でででで対対対対話話話話をするべきをするべきをするべきをするべきだだだだ。。。。公公公公費費費費をををを投投投投じじじじたたたた訪米訪米訪米訪米でででで何何何何のののの成成成成
果果果果があったのかがあったのかがあったのかがあったのか、、、、これについてこれについてこれについてこれについて、、、、明確明確明確明確にににに県県県県民民民民ににににわわわわかるようにかるようにかるようにかるように説明説明説明説明願願願願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件件件件でででで、、、、国国国国とととと県県県県がががが解解解解決決決決つかないつかないつかないつかない場場場場合合合合、、、、知事知事知事知事はははは国国国国とととと闘闘闘闘うううう姿勢姿勢姿勢姿勢なのかなのかなのかなのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 軍港問題軍港問題軍港問題軍港問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設那覇港湾施設のののの返還返還返還返還がががが実現実現実現実現さささされれれれれれれればばばば基地基地基地基地負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減、、、、跡地跡地跡地跡地有効有効有効有効利用利用利用利用、、、、浦添浦添浦添浦添市移設市移設市移設市移設受受受受
けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 外外外外郭郭郭郭団団団団体体体体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一一一一連連連連のののの外外外外郭郭郭郭団団団団体体体体のののの人事人事人事人事のうのうのうのうちちちち最最最最もももも問題問題問題問題だだだだとととと思思思思わわわわれるのはれるのはれるのはれるのは、、、、ココココンンンンベベベベンシンシンシンショョョョンンンンビュビュビュビューーーー
ロロロローのーのーのーの会長会長会長会長のののの人事人事人事人事ですですですです。。。。就就就就任任任任さささされたれたれたれたそそそそうですがうですがうですがうですが、、、、御存御存御存御存知知知知のとのとのとのとおおおおりりりり、、、、会長会長会長会長はははは、、、、立立立立役役役役者者者者でありでありでありであり、、、、
これこれこれこれほほほほどどどど露骨露骨露骨露骨なななな論論論論功功功功行行行行賞賞賞賞人事人事人事人事はないとはないとはないとはないと思思思思いますいますいますいます。。。。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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設についてについてについてについて

((((1111)))) 報報報報道道道道によるとによるとによるとによると候補候補候補候補地地地地としてとしてとしてとして、、、、事事事事務務務務方方方方もももも検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会もももも豊豊豊豊見見見見城城城城市市市市のののの豊豊豊豊崎崎崎崎のののの評評評評価価価価がががが高高高高かったようかったようかったようかったよう
だだだだがががが、、、、知事知事知事知事はははは与与与与那那那那原原原原町町町町とととと西原西原西原西原町町町町にまたがるにまたがるにまたがるにまたがるママママリンタリンタリンタリンタウウウウンンンン東浜東浜東浜東浜地地地地区区区区にににに決決決決定定定定しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、決決決決定定定定
にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯ととととママママリンタリンタリンタリンタウウウウンンンン地地地地区区区区としたとしたとしたと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。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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30303030    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

4444 17171717分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定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考考考考ええええをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ドドドドイイイイツツツツののののボボボボンンンン補足補足補足補足協定協定協定協定とととと日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの根根根根本本本本的的的的なななな違違違違いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 平成平成平成平成７７７７年年年年10101010月月月月21212121日日日日にににに、、、、県県県県民民民民総総総総決決決決起起起起大大大大会会会会でででで「「「「日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの早急早急早急早急なななな見見見見直直直直しししし」」」」等等等等をををを決議決議決議決議しししし、、、、
日米日米日米日米両両両両政府政府政府政府にににに要請要請要請要請してからしてからしてからしてから20202020年年年年がががが経経経経過過過過しようとしているがしようとしているがしようとしているがしようとしているが、、、、いまいまいまいまだだだだにににに改定改定改定改定できないできないできないできない根根根根本本本本的的的的
なななな要要要要因因因因はははは何何何何だだだだとととと考考考考ええええるかるかるかるか。。。。

((((4444)))) 日本政府日本政府日本政府日本政府とのとのとのとの連携連携連携連携強強強強化化化化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考考考考ええええをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 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)))) 生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮者自立者自立者自立者自立支援支援支援支援制制制制度度度度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 制制制制度度度度のののの周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底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っているかっているかっているかっているか。。。。

ｲｲｲｲ 関関関関係係係係部部部部署署署署やややや関関関関係係係係機関機関機関機関とのとのとのとの連携連携連携連携体制体制体制体制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。。。。

ｳｳｳｳ 生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮者者者者のののの早早早早期発期発期発期発見見見見がががが重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、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。。。。

((((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援支援支援支援新制新制新制新制度度度度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 我我我我がががが県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。

ｲｲｲｲ 新制新制新制新制度度度度のののの実施実施実施実施になれになれになれになればばばば、、、、多多多多くのくのくのくの保育保育保育保育スタスタスタスタッッッッフがフがフがフが必必必必要要要要になるがになるがになるがになるが、、、、どうどうどうどう対対対対応応応応するかするかするかするか。。。。

((((3333)))) 災災災災害時害時害時害時のののの難病患難病患難病患難病患者者者者支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの国国国国からからからから医療費医療費医療費医療費がががが助助助助成成成成さささされるれるれるれる「「「「指指指指定定定定難病難病難病難病」」」」はははは、、、、110110110110疾患疾患疾患疾患であったがであったがであったがであったが、、、、新新新新たにたにたにたに111199996666疾疾疾疾
患患患患がががが加加加加わわわわりりりり、、、、計計計計306306306306疾患疾患疾患疾患になるになるになるになる。。。。我我我我がががが県県県県のののの患患患患者者者者ははははそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ幾幾幾幾らとらとらとらと推推推推計計計計さささされるかれるかれるかれるか。。。。

ｲｲｲｲ 難病患難病患難病患難病患者者者者がががが地地地地震震震震やややや津波津波津波津波などでなどでなどでなどで避難避難避難避難したしたしたした折折折折にににに、、、、いいいいちちちち早早早早くくくく対対対対応応応応するためにはするためにはするためにはするためには、、、、「「「「災災災災害時害時害時害時支援支援支援支援
手手手手帳帳帳帳」」」」なるものがなるものがなるものがなるものが必必必必要要要要だだだだとととと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、我我我我がががが県県県県のののの現現現現状状状状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。。。。

3333 医療医療医療医療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)))) 後後後後発発発発医医医医薬薬薬薬品品品品（（（（ジジジジェェェェネネネネリリリリッッッックククク））））のののの普普普普及及及及についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国はははは後後後後発発発発医医医医薬薬薬薬品品品品のののの普普普普及及及及率率率率をををを、、、、2020202020202020年度年度年度年度末末末末までにまでにまでにまでに80808080％％％％以以以以上上上上にににに引引引引きききき上上上上げげげげるるるる新新新新たなたなたなたな目標目標目標目標をををを設設設設
定定定定しているがしているがしているがしているが、、、、我我我我がががが県県県県のののの目標目標目標目標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。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国のののの試試試試算算算算によるとによるとによるとによると、、、、目標目標目標目標がががが達成達成達成達成さささされれれれれれれればばばば今今今今よりよりよりより1111....3333兆円兆円兆円兆円ほほほほどどどど削減削減削減削減さささされるとなっているがれるとなっているがれるとなっているがれるとなっているが、、、、我我我我
がががが県県県県のののの場場場場合合合合はははは幾幾幾幾らになるからになるからになるからになるか。。。。

((((2222)))) 地地地地域域域域医療医療医療医療構想構想構想構想についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医療介医療介医療介医療介護総護総護総護総合確合確合確合確保推進保推進保推進保推進法法法法にににに基基基基づづづづきききき、、、、都都都都道府県道府県道府県道府県がががが構想構想構想構想をををを策定策定策定策定することになっているがすることになっているがすることになっているがすることになっているが、、、、
我我我我がががが県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。

ｲｲｲｲ 医療医療医療医療関関関関係係係係者者者者らがらがらがらが協協協協議議議議するするするする「「「「地地地地域域域域医療医療医療医療構想構想構想構想調整会調整会調整会調整会議議議議」」」」のののの開開開開催催催催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。。。。

ｳｳｳｳ 病院病院病院病院間間間間ででででベベベベッドッドッドッド数数数数をををを融融融融通通通通できるようにするできるようにするできるようにするできるようにする「「「「地地地地域域域域医療医療医療医療連携推進連携推進連携推進連携推進法法法法人人人人」」」」のののの創創創創設設設設もももも、、、、円円円円滑滑滑滑なななな再再再再
編編編編にににに向向向向けけけけ活用活用活用活用していくべきとしていくべきとしていくべきとしていくべきと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

4444 教教教教育行政育行政育行政育行政についてについてについてについて
　　　　「「「「希希希希望望望望学学学学」」」」、、、、耳耳耳耳なれないなれないなれないなれない学学学学問問問問ですがですがですがですが、、、、東東東東京京京京大大大大学社学社学社学社会会会会科学研究科学研究科学研究科学研究所所所所がががが2005200520052005年年年年からからからから研究研究研究研究をををを始始始始めためためためた
学学学学問問問問でででで、、、、正式正式正式正式名名名名称称称称はははは「「「「希希希希望望望望のののの社社社社会会会会科学科学科学科学」」」」ですですですです。。。。福井福井福井福井県県県県ではではではでは授授授授業業業業でででで活用活用活用活用しししし、、、、成果成果成果成果をををを上上上上げげげげているているているている
とのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。そそそそこでこでこでこで次次次次のことをのことをのことをのことを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 県県県県教教教教育育育育庁庁庁庁としてとしてとしてとして、、、、希希希希望望望望学学学学をををを調調調調査査査査、、、、研究研究研究研究するするするする考考考考ええええはないかはないかはないかはないか。。。。

((((2222)))) 我我我我がががが県県県県でもでもでもでも「「「「希希希希望望望望学学学学」」」」をををを授授授授業業業業のののの中中中中にににに取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる考考考考ええええはないかはないかはないかはないか。。。。
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5555 労働労働労働労働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)))) 若若若若年年年年非正規労働非正規労働非正規労働非正規労働者対策者対策者対策者対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 我我我我がががが県県県県のののの非正規労働非正規労働非正規労働非正規労働者率者率者率者率（（（（若若若若年年年年））））はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、そそそそのののの対策対策対策対策はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ ジョブジョブジョブジョブカーカーカーカードドドドのののの目目目目的的的的とととと効効効効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 我我我我がががが県県県県ににににおおおおけるけるけるけるジョブジョブジョブジョブカーカーカーカードドドドのののの普普普普及及及及率率率率はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

6666 文文文文化化化化・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツ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)))) 多文多文多文多文化化化化共共共共生社生社生社生社会会会会をををを目目目目指指指指してしてしてして、、、、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。。。。

((((2222)))) 2020202020202020年年年年ににににオオオオリンリンリンリンピピピピッッッックをクをクをクを控控控控ええええてててて、、、、我我我我がががが県県県県としてとしてとしてとして会場会場会場会場のののの誘誘誘誘致致致致やややや選選選選手手手手のののの育成育成育成育成をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組んんんんでででで
いるかいるかいるかいるか。。。。

7777 防防防防災災災災対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 我我我我がががが県県県県ににににおおおおけるけるけるける大大大大地地地地震震震震やややや大津波発大津波発大津波発大津波発生生生生時時時時のタイのタイのタイのタイムムムムラインラインラインライン策定策定策定策定状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 津波発津波発津波発津波発生生生生時時時時のののの避難避難避難避難場所場所場所場所確確確確保保保保のためののためののためののための高高高高層層層層ビビビビルルルル所所所所有有有有者者者者とのとのとのとの利用利用利用利用（（（（使使使使用用用用））））協定協定協定協定はどのはどのはどのはどの程程程程度進度進度進度進
んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問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30303030    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

5555 17171717分分分分 吉田吉田吉田吉田　　　　勝廣勝廣勝廣勝廣（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 訪米訪米訪米訪米についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米政府高米政府高米政府高米政府高官官官官とととと米軍事米軍事米軍事米軍事委員委員委員委員会会会会にににに所所所所属属属属するするするする議議議議員員員員等等等等はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古移設移設移設移設にににに関関関関してしてしてして、、、、①①①①中国中国中国中国脅威脅威脅威脅威
論論論論、、、、②②②②朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島有有有有事事事事、、、、③③③③日米日米日米日米合合合合意意意意、、、、④④④④負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減、、、、⑤⑤⑤⑤普天間普天間普天間普天間固固固固定化定化定化定化、、、、⑥⑥⑥⑥代代代代替替替替施設施設施設施設はあるはあるはあるはある
かなどをかなどをかなどをかなどを理由理由理由理由にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、質問質問質問質問をををを繰繰繰繰りりりり返返返返していたがしていたがしていたがしていたが、、、、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うううう。。。。

ｲｲｲｲ ハハハハワワワワイにイにイにイにおおおおけるけるけるけるＭＭＭＭＶＶＶＶオオオオススススププププレイのレイのレイのレイの墜落墜落墜落墜落についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 島島島島ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの「「「「たたかいたたかいたたかいたたかい」」」」をををを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内外内外内外内外にににに訴訴訴訴ええええ、、、、発発発発展展展展させさせさせさせていくのかていくのかていくのかていくのか、、、、知事知事知事知事のののの「「「「思思思思いいいい」」」」
をををを披瀝披瀝披瀝披瀝さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((3333)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米軍米軍米軍米軍のののの事件事件事件事件・・・・事事事事故故故故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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 臨臨臨臨時時時時制限制限制限制限水水水水域域域域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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 ＭＭＭＭＶＶＶＶ・・・・ＣＣＣＣＶＶＶＶオオオオススススププププレイレイレイレイ及及及及びびびびＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＣについてについてについてについて

((((1111)))) 米国内米国内米国内米国内ににににおおおおけるけるけるけるＭＭＭＭＶＶＶＶ・・・・ＣＣＣＣＶＶＶＶオオオオススススププププレイのレイのレイのレイの配配配配備備備備状況状況状況状況とととと配配配配備予定基地備予定基地備予定基地備予定基地、、、、部部部部隊隊隊隊名名名名、、、、機数機数機数機数はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ているかているかているかているか説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((2222)))) 海外基地海外基地海外基地海外基地ににににおおおおけるけるけるけるＭＭＭＭＶＶＶＶ・・・・ＣＣＣＣＶＶＶＶオオオオススススププププレイのレイのレイのレイの配配配配備備備備状況状況状況状況、、、、配配配配備予定基地備予定基地備予定基地備予定基地、、、、部部部部隊隊隊隊名名名名、、、、機数機数機数機数はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((3333)))) 防防防防衛衛衛衛省省省省のののの購購購購入入入入予定機数予定機数予定機数予定機数とととと配配配配備予定基地備予定基地備予定基地備予定基地、、、、部部部部隊隊隊隊名名名名をををを説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内ににににおおおおけるけるけるけるＭＭＭＭＶＶＶＶオオオオススススププププレイのレイのレイのレイの演習演習演習演習のののの実実実実態態態態についてについてについてについて説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((5555)))) ＭＭＭＭＶＶＶＶオオオオススススププププレイをレイをレイをレイを搭載搭載搭載搭載しているしているしているしている強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦のののの種類種類種類種類についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((6666)))) ＬＬＬＬＣＣＣＣＡＡＡＡＣＣＣＣ搭載搭載搭載搭載のののの強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦のののの寄寄寄寄港港港港についてについてについてについて説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

3333 日米日米日米日米両両両両軍事基地軍事基地軍事基地軍事基地ににににおおおおけるけるけるける不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理理理理についてについてについてについて

((((1111)))) 実実実実弾弾弾弾射撃演習射撃演習射撃演習射撃演習をををを実施実施実施実施しているしているしているしている演習演習演習演習場名場名場名場名とととと不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理状況理状況理状況理状況についてについてについてについて

((((2222)))) 米本国米本国米本国米本国ににににおおおおけるけるけるける実実実実弾弾弾弾射撃演習射撃演習射撃演習射撃演習場場場場のののの不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理理理理はははは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように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。。。。

((((3333)))) 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊基地基地基地基地ににににおおおおけるけるけるける実実実実弾弾弾弾射撃演習射撃演習射撃演習射撃演習場場場場のののの不発弾不発弾不発弾不発弾処処処処理理理理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わわわれているかれているかれているかれているか。。。。

((((4444)))) 日米日米日米日米共共共共同演習同演習同演習同演習及及及及びびびび共共共共同使同使同使同使用用用用演習演習演習演習場場場場ににににおおおおけるけるけるける米軍米軍米軍米軍及及及及びびびび自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理理理理はどのようはどのようはどのようはどのよう
にににに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。。。。

((((5555)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地ににににおおおおけるけるけるける自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊によるによるによるによる実実実実弾弾弾弾射撃演習射撃演習射撃演習射撃演習によるによるによるによる不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理理理理についてについてについてについて

((((6666)))) 実実実実弾弾弾弾射撃演習射撃演習射撃演習射撃演習場等場等場等場等、、、、基地基地基地基地のののの返還返還返還返還前前前前のののの不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理理理理はははは可可可可能能能能かかかか。。。。

((((7777)))) 不発弾不発弾不発弾不発弾のののの処処処処理理理理にににに要要要要するするするする期期期期間間間間をどのようにをどのようにをどのようにをどのように判断判断判断判断しているかしているかしているかしているか。。。。これまでこれまでこれまでこれまで内外内外内外内外のののの基地基地基地基地をををを調調調調査査査査したしたしたした
ことはあるかことはあるかことはあるかことはあるか。。。。

4444 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの増増増増強及強及強及強及びびびび日米日米日米日米のののの共共共共同演習同演習同演習同演習（（（（研研研研修修修修））））とととと自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの共共共共同使同使同使同使用用用用についてについてについてについて

((((1111)))) 共共共共同演習同演習同演習同演習（（（（研研研研修修修修））））のののの実施実施実施実施状況及状況及状況及状況及びびびび基地名基地名基地名基地名とととと部部部部隊隊隊隊名名名名、、、、演習演習演習演習内内内内容容容容等等等等をををを明明明明らかにらかにらかにらかにさささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((2222)))) 共共共共同演習同演習同演習同演習がががが増加増加増加増加すれすれすれすればばばば、、、、基地基地基地基地負担負担負担負担はははは軽減軽減軽減軽減さささされないれないれないれない、、、、むむむむししししろろろろ基地基地基地基地強強強強化化化化になるとになるとになるとになると判断判断判断判断するするするする
がががが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((3333)))) 島嶼島嶼島嶼島嶼防防防防衛衛衛衛とととと称称称称してのしてのしてのしての自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの増増増増強強強強はははは、、、、基地基地基地基地強強強強化化化化でありでありでありであり、、、、基地基地基地基地負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減にににに逆逆逆逆行行行行するものするものするものするもの
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、、、、県県県県のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((4444)))) 共共共共同演習同演習同演習同演習（（（（研研研研修修修修））））にににに対対対対してしてしてして、、、、関関関関係係係係省省省省からからからから通通通通告告告告はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

5555 県県県県警警警警とととと米軍米軍米軍米軍（（（（ＭＭＭＭＰＰＰＰ））））とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて
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((((1111)))) 基地内基地内基地内基地内にににに駐留駐留駐留駐留するするするする法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠についてについてについてについて

((((2222)))) 県県県県警警警警とととと米軍米軍米軍米軍（（（（ＭＭＭＭＰＰＰＰ））））とのとのとのとの指指指指揮系統揮系統揮系統揮系統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。。。。

((((3333)))) 県県県県警警警警とととと米軍米軍米軍米軍（（（（ＭＭＭＭＰＰＰＰ））））とのとのとのとの警警警警備備備備のののの範囲範囲範囲範囲分分分分担担担担はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

((((4444)))) 警警警警備備備備についてについてについてについて、、、、若若若若いいいい警察官警察官警察官警察官をどのようにをどのようにをどのようにをどのように指指指指導導導導しているかしているかしているかしているか。。。。

6666 基地基地基地基地従従従従業業業業員員員員（（（（警警警警備備備備員員員員））））についてについてについてについて

((((1111)))) 銃銃銃銃携携携携帯帯帯帯のののの法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠についてについてについてについて

((((2222)))) 警警警警備備備備員員員員のののの職職職職務務務務のののの範囲範囲範囲範囲についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 逮捕逮捕逮捕逮捕及及及及びびびび拘束拘束拘束拘束するするするする権権権権利利利利はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。あるあるあるある場場場場合合合合はははは法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠をををを説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

ｲｲｲｲ 基地外基地外基地外基地外にににに及及及及ぶぶぶぶのかのかのかのか。。。。基地内基地内基地内基地内からからからから、、、、双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡等等等等でででで監監監監視視視視しているがしているがしているがしているが、、、、法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠をををを説明説明説明説明さささされたれたれたれた
いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 刑刑刑刑事事事事特別特別特別特別法法法法をををを法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠としてとしてとしてとして、、、、警警警警備備備備員員員員がががが逮捕逮捕逮捕逮捕、、、、拘束拘束拘束拘束することがすることがすることがすることが可可可可能能能能かかかか。。。。またまたまたまた、、、、法法法法的判断的判断的判断的判断
のののの指指指指揮揮揮揮、、、、命令命令命令命令はははは「「「「誰誰誰誰」」」」がががが行行行行うのかうのかうのかうのか、、、、明明明明らかにらかにらかにらかにさささされたいれたいれたいれたい。。。。

ｴｴｴｴ 警警警警備備備備員員員員のののの暴力暴力暴力暴力行行行行為為為為はははは、、、、一一一一般般般般人人人人、、、、警察官警察官警察官警察官とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

ｵｵｵｵ 米軍米軍米軍米軍ののののＭＭＭＭＰＰＰＰとととと警警警警備備備備員員員員とととと職職職職務権限務権限務権限務権限のののの相違相違相違相違はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

7777 民民民民間間間間警警警警備備備備員員員員についてについてについてについて

((((1111)))) 職職職職務務務務のののの範囲範囲範囲範囲とととと権限権限権限権限についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((2222)))) 基地基地基地基地のののの車両車両車両車両及及及及びびびび人人人人のののの出入出入出入出入りをりをりをりを整整整整理理理理しているがしているがしているがしているが、、、、法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠をををを説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((3333)))) 県県県県警警警警とタとタとタとタッッッッググググをををを組組組組みみみみ、、、、説得説得説得説得、、、、抗抗抗抗議議議議団団団団をををを拘束拘束拘束拘束しているがしているがしているがしているが、、、、法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠をををを説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((4444)))) 基地内基地内基地内基地内をををを使使使使用用用用しているがしているがしているがしているが、、、、法法法法的根的根的根的根拠拠拠拠をををを説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((5555)))) 防防防防衛衛衛衛省省省省とととと警警警警備会備会備会備会社社社社とのとのとのとの契契契契約関約関約関約関係係係係をををを明明明明らかにらかにらかにらかにさささされたいれたいれたいれたい。。。。

8888 鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害被害被害被害についてについてについてについて

((((1111)))) 鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被害防被害防被害防被害防止止止止対策事対策事対策事対策事業業業業についてについてについてについて説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

((((2222)))) イイイイノノノノシシシシシシシシ対策事対策事対策事対策事業業業業についてについてについてについて

((((3333)))) カラスカラスカラスカラス対策事対策事対策事対策事業業業業についてについてについてについて

9999 水水水水源基源基源基源基金金金金についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新たなたなたなたな水水水水源基源基源基源基金金金金のののの制制制制度度度度にににに向向向向けてのけてのけてのけての進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況とととと、、、、今後今後今後今後のののの方針方針方針方針をををを説明説明説明説明さささされたいれたいれたいれたい。。。。

10101010慶良慶良慶良慶良間空港間空港間空港間空港についてについてについてについて

((((1111)))) 慶良慶良慶良慶良間空港間空港間空港間空港のののの設設設設置置置置のののの経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて

((((2222)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの旅旅旅旅客客客客輸送輸送輸送輸送実実実実績績績績及及及及びびびび需需需需要予要予要予要予測測測測についてについてについてについて

((((3333)))) 現現現現在在在在のののの利用利用利用利用状況状況状況状況についてについてについてについて

((((4444)))) 今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて

11111111 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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30303030    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

6666 17171717分分分分 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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

1111 地地地地方創生方創生方創生方創生についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「県地県地県地県地方創生方創生方創生方創生推進会推進会推進会推進会議議議議」」」」がががが発発発発足足足足したがしたがしたがしたが目目目目的的的的とととと内内内内容容容容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 国国国国はははは地地地地方創生方創生方創生方創生にににに積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ市町村市町村市町村市町村にににに対対対対しししし、、、、人人人人材材材材をををを派派派派遣遣遣遣するするするする支援支援支援支援事事事事業業業業をスタをスタをスタをスタ－－－－トしトしトしトし
ているがているがているがているが、、、、現現現現状状状状とととと効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。戦略戦略戦略戦略をををを立立立立てるためのてるためのてるためのてるための人人人人材材材材のののの確確確確保保保保はははは重要重要重要重要とととと考考考考ええええるがるがるがるが県県県県のののの
取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((3333)))) 市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携のありのありのありのあり方方方方、、、、県県県県のののの役役役役割割割割についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 地地地地域域域域活活活活性性性性化化化化・・・・地地地地域住民域住民域住民域住民生生生生活等活等活等活等緊緊緊緊急支援急支援急支援急支援交交交交付金付金付金付金についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「地地地地域域域域消消消消費費費費喚喚喚喚起起起起・・・・生生生生活活活活支援支援支援支援型型型型」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「地地地地方創生方創生方創生方創生先先先先行行行行型型型型」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 台台台台風風風風６６６６号号号号によるによるによるによる被被被被災災災災たたたたばばばばここここ作農作農作農作農家家家家へへへへのののの支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 今今今今回回回回のののの台台台台風風風風６６６６号号号号によるによるによるによる被害被害被害被害はははは極極極極めてめてめてめて深刻深刻深刻深刻でありでありでありであり、、、、回回回回復復復復するにはするにはするにはするには、、、、ＪＴＪＴＪＴＪＴ((((日本日本日本日本たたたたばばばばここここ産産産産業業業業))))によによによによ
るるるる、、、、「「「「災災災災害害害害援助援助援助援助金制金制金制金制度度度度」」」」とあとあとあとあわせわせわせわせてててて行政行政行政行政のののの支援支援支援支援がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええるがるがるがるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 税税税税のののの減減減減免措免措免措免措置及置及置及置及びびびび28282828年年年年作作作作へへへへのののの農農農農薬薬薬薬・・・・化成化成化成化成肥料肥料肥料肥料・・・・農農農農業業業業用用用用ポポポポリリリリエエエエチチチチレンフレンフレンフレンフィィィィルルルルムムムム等等等等のののの助助助助成成成成がががが
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対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 農農農農業経業経業経業経営営営営支援支援支援支援のためのためのためのため、、、、農林漁農林漁農林漁農林漁業業業業セセセセーフーフーフーフティティティティネネネネッッッットトトト資資資資金金金金のののの元金元金元金元金据据据据ええええ置置置置きをきをきをきを金金金金融融融融機関機関機関機関へへへへ要請要請要請要請
しししし、、、、県独自県独自県独自県独自のののの新新新新しいしいしいしい資資資資金金金金支援支援支援支援((((長長長長期期期期返返返返済済済済・・・・利利利利子補子補子補子補給給給給))))もももも検討検討検討検討できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県独自県独自県独自県独自のののの共済制共済制共済制共済制度度度度やややや台台台台風風風風、、、、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できるできるできるできる基基基基金金金金がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええるがどるがどるがどるがど
うかうかうかうか。。。。

((((5555)))) たたたたばばばばここここ農農農農家家家家へへへへのののの支援支援支援支援やややや台台台台風風風風被害被害被害被害のののの対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、乾燥乾燥乾燥乾燥施設施設施設施設やややや専専専専用機用機用機用機械械械械へへへへのののの助助助助成成成成制制制制度度度度及及及及びびびび
防防防防風林風林風林風林等等等等のののの整備整備整備整備強強強強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えええるがるがるがるが対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮者自立者自立者自立者自立支援支援支援支援制制制制度度度度についてについてについてについて

((((1111)))) 同同同同制制制制度度度度はははは、、、、仕仕仕仕事事事事やややや健康健康健康健康などでなどでなどでなどで深刻深刻深刻深刻なななな問題問題問題問題をををを抱抱抱抱ええええたたたた人人人人をををを生生生生活保護活保護活保護活保護にににに至至至至るるるる前前前前にににに支支支支ええええ、、、、新新新新たなたなたなたな
人人人人生生生生へへへへのののの挑挑挑挑戦戦戦戦をををを後後後後押押押押しするしするしするしする画期的画期的画期的画期的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみだだだだとととと考考考考ええええますますますます。。。。国国国国はははは、、、、４４４４月月月月にににに施行施行施行施行さささされたれたれたれた「「「「生生生生
活活活活困窮困窮困窮困窮者自立者自立者自立者自立支援法支援法支援法支援法」」」」にににに基基基基づづづづきききき、、、、全全全全国国国国のののの自自自自治治治治体体体体にににに総総総総合合合合相相相相談窓口談窓口談窓口談窓口のののの設設設設置置置置をををを義務義務義務義務づづづづけけけけ相相相相談談談談
者者者者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ププププランをランをランをランを作作作作成成成成しししし、、、、必必必必要要要要なななな就労支援就労支援就労支援就労支援やややや福祉福祉福祉福祉ササササ－－－－ビビビビスにつなスにつなスにつなスにつなげげげげるとしていまるとしていまるとしていまるとしていま
すすすす。。。。またまたまたまた、、、、離離離離職職職職などによりなどによりなどによりなどにより住住住住居居居居をををを失失失失ったったったった人人人人、、、、またはまたはまたはまたは、、、、そそそそののののおそおそおそおそれのあるれのあるれのあるれのある人人人人にはにはにはには家家家家賃賃賃賃相相相相当当当当のののの
給給給給付金付金付金付金をををを一一一一定定定定期期期期間間間間給給給給付付付付するとしましたするとしましたするとしましたするとしました。。。。県内県内県内県内のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。県県県県民民民民へへへへのののの周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底
はははは重要重要重要重要とととと考考考考ええええるがるがるがるが対対対対応応応応はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 就労就労就労就労にににに向向向向けたけたけたけた訓練訓練訓練訓練のののの実施実施実施実施やややや生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮家家家家庭庭庭庭のののの子子子子供供供供のののの学習支援学習支援学習支援学習支援等等等等、、、、任任任任意意意意事事事事業業業業のののの実施実施実施実施もももも求求求求めめめめ
られていますられていますられていますられています。。。。県内県内県内県内のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。人人人人口口口口のののの少少少少ないないないない自自自自治治治治体体体体がががが全全全全てのてのてのての任任任任意意意意事事事事業業業業をををを実施実施実施実施
するにはするにはするにはするには、、、、予算予算予算予算的的的的にににに厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、地地地地域格差域格差域格差域格差をなくすためにはをなくすためにはをなくすためにはをなくすためには、、、、相相相相談談談談支援員支援員支援員支援員のののの育成育成育成育成やややや広広広広域的域的域的域的なななな
取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等、、、、県県県県がががが調整機調整機調整機調整機能能能能をををを果果果果たすことがたすことがたすことがたすことが必必必必要要要要だだだだとととと考考考考ええええるがるがるがるが対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 教教教教育育育育・・・・子子子子育育育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)))) ６６６６年間年間年間年間でででで、、、、いいいいじじじじめられためられためられためられた経経経経験験験験のないのないのないのない小小小小学生学生学生学生はははは1111割割割割、、、、過過過過去去去去半半半半年年年年にににに「「「「仲仲仲仲間間間間ははははずずずずれ・れ・れ・れ・無無無無視視視視・・・・陰口陰口陰口陰口」」」」
のののの典型典型典型典型的的的的ないないないないじじじじめめめめ被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた小小小小学生学生学生学生はははは半半半半数数数数程程程程度度度度いるといるといるといると、、、、極極極極めてめてめてめて深刻深刻深刻深刻なななな子子子子供供供供のいのいのいのいじじじじめめめめ問問問問
題題題題にににに関関関関するするするする報告報告報告報告がありましたがありましたがありましたがありました。。。。県内県内県内県内のののの小小小小中高中高中高中高のののの実実実実態態態態はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) いいいいじじじじめめめめ根根根根絶絶絶絶にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、課題課題課題課題、、、、効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 国国国国はははは、、、、中中中中学学学学校校校校でででで全全全全員員員員参参参参加式加式加式加式のののの英語英語英語英語力力力力テテテテストをストをストをストを新新新新設設設設することなどをすることなどをすることなどをすることなどを柱柱柱柱としたとしたとしたとした中高中高中高中高生生生生のののの英語英語英語英語力力力力
向上推進向上推進向上推進向上推進ププププランをランをランをランを発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。各各各各都都都都道府県道府県道府県道府県のののの教教教教育育育育委員委員委員委員会会会会にもにもにもにも、、、、数数数数値値値値目標目標目標目標やややや具体具体具体具体策策策策をををを定定定定
めためためためた英語英語英語英語教教教教育改育改育改育改善善善善ププププランをつくるようランをつくるようランをつくるようランをつくるよう要請要請要請要請していますしていますしていますしています。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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((((4444)))) 英語英語英語英語力力力力向上向上向上向上のためのためのためのため英英英英検検検検取取取取得得得得率率率率をををを上上上上げげげげることはることはることはることは重要重要重要重要だだだだとととと考考考考ええええますますますます。。。。英英英英検検検検受受受受験験験験等等等等へへへへのののの公公公公費補費補費補費補
助助助助ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 国国国国はははは、、、、海外海外海外海外にににに交交交交換換換換留学留学留学留学などでなどでなどでなどで渡航渡航渡航渡航するするするする学生学生学生学生のののの支援支援支援支援のためののためののためののための、、、、返返返返済不済不済不済不要要要要のののの給給給給付付付付型奨型奨型奨型奨学学学学金金金金
のののの対象対象対象対象をををを拡拡拡拡大大大大しましたしましたしましたしました。。。。県内県内県内県内のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 小小小小中中中中学学学学校校校校ににににおおおおけるけるけるける給食給食給食給食費費費費のののの滞納滞納滞納滞納状況及状況及状況及状況及びびびび公公公公費助費助費助費助成成成成ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園のののの給食給食給食給食費支援費支援費支援費支援についてについてについてについて、、、、県県県県はははは実実実実態態態態調調調調査査査査をををを行行行行いいいい検討検討検討検討するとしていたがするとしていたがするとしていたがするとしていたが取取取取りりりり組組組組
みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 私私私私立立立立のののの高等高等高等高等学学学学校校校校授授授授業業業業料料料料助助助助成成成成はははは実施実施実施実施さささされているがれているがれているがれているが、、、、中中中中学学学学校校校校のののの授授授授業業業業料料料料助助助助成成成成もももも必必必必要要要要とととと考考考考ええええまままま
すすすす。。。。全全全全てのてのてのての中中中中学生学生学生学生がががが安安安安心心心心してしてしてして学学学学業業業業にににに打打打打ちちちち込込込込めるめるめるめる環境環境環境環境づづづづくりのためくりのためくりのためくりのため、、、、鳥鳥鳥鳥取県取県取県取県ではではではでは国国国国によるによるによるによる
「「「「高等高等高等高等学学学学校校校校等等等等就学支援就学支援就学支援就学支援金金金金」」」」にににに準準準準じじじじたたたた県独自県独自県独自県独自のののの就学支援就学支援就学支援就学支援金金金金をををを私私私私立中立中立中立中学学学学にににに交交交交付付付付していますしていますしていますしています。。。。
本県本県本県本県でもでもでもでも実施実施実施実施できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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30303030    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

7777 17171717分分分分 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（維新維新維新維新のののの党党党党）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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政政政治姿勢治姿勢治姿勢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のののの成果成果成果成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。。。。

2222 美美美美らららら島島島島観光施設協会観光施設協会観光施設協会観光施設協会についてについてについてについて

((((1111)))) 設立設立設立設立のののの目目目目的的的的についてについてについてについて（（（（構構構構成成成成企企企企業業業業等等等等））））伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 活活活活動状況動状況動状況動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。。。。

((((3333)))) 県県県県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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 感染症感染症感染症感染症対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 現現現現在在在在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うううう。。。。

4444 全全全全南南南南洋洋洋洋群群群群島島島島沖縄県人戦沖縄県人戦沖縄県人戦沖縄県人戦没没没没者者者者慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの慰霊祭参列慰霊祭参列慰霊祭参列慰霊祭参列がががが10101010年年年年ぶぶぶぶりでりでりでりで浦崎浦崎浦崎浦崎副副副副知事知事知事知事がががが参列参列参列参列さささされたようですがれたようですがれたようですがれたようですが、、、、参列参列参列参列してのしてのしてのしての感感感感想想想想とととと今今今今
後後後後、、、、帰帰帰帰還者会還者会還者会還者会とのとのとのとの連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみやややや支援支援支援支援等等等等についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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30303030    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

8888 17171717分分分分 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（維新維新維新維新のののの党党党党）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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

1111 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)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古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、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府とどのようにとどのようにとどのようにとどのように話話話話しししし合合合合いいいい、、、、進展進展進展進展させさせさせさせるのかるのかるのかるのか具体具体具体具体策策策策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 私私私私たたたたちちちちはははは昨昨昨昨年年年年のののの知事知事知事知事選挙選挙選挙選挙でででで「「「「県県県県民民民民投投投投票票票票」」」」がががが辺野古辺野古辺野古辺野古解解解解決決決決策策策策のののの一一一一つとつとつとつと主主主主張張張張してきたしてきたしてきたしてきた。。。。憲憲憲憲法学法学法学法学
者者者者からもからもからもからも「「「「県県県県民民民民投投投投票票票票」」」」をををを行行行行うことのうことのうことのうことの重要重要重要重要性性性性がががが指摘指摘指摘指摘さささされているがれているがれているがれているが、、、、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うううう。。。。

2222 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港ビビビビルルルルデデデディィィィンンンンググググ株株株株式式式式会会会会社社社社のののの株株株株主状況主状況主状況主状況とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 空港空港空港空港ビビビビルルルルデデデディィィィンンンンググググ役役役役員員員員はははは県県県県からのからのからのからの天天天天下下下下りであるりであるりであるりである。。。。各各各各空港空港空港空港のののの競争競争競争競争がががが激激激激化化化化するするするする中中中中、、、、民民民民間間間間からのからのからのからの
優秀優秀優秀優秀なななな人人人人材材材材をををを採採採採用用用用すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええるがるがるがるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 国国国国際際際際競争競争競争競争にににに勝勝勝勝ちちちち抜抜抜抜くためにはくためにはくためにはくためには、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港ビビビビルルルルデデデディィィィンンンンググググ株株株株式式式式会会会会社社社社、、、、宮宮宮宮古古古古空港空港空港空港ターターターターミミミミナナナナルルルル株株株株
式式式式会会会会社社社社、、、、石垣石垣石垣石垣空港空港空港空港ターターターターミミミミナナナナルルルル株株株株式式式式会会会会社社社社をををを合合合合併併併併させさせさせさせてててて民民民民営化営化営化営化にすることがにすることがにすることがにすることが重要重要重要重要とととと考考考考ええええるがるがるがるが
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うううう。。。。

3333 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)))) 銀聯銀聯銀聯銀聯カーカーカーカードドドドのののの設設設設置状況置状況置状況置状況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うううう。。。。

((((2222)))) 無料無料無料無料Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ    のののの設設設設置状況置状況置状況置状況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うううう。。。。

((((3333)))) 免税免税免税免税手続手続手続手続をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて済済済済まままませせせせるるるる「「「「免税免税免税免税一括一括一括一括カカカカウウウウンターンターンターンター」」」」のののの設設設設置状況置状況置状況置状況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うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの質質質質のののの向上向上向上向上からもからもからもからもハハハハイイイイヤヤヤヤー・タクシーー・タクシーー・タクシーー・タクシー業界業界業界業界のののの活活活活性性性性化化化化はははは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。観光観光観光観光タクシータクシータクシータクシー
乗乗乗乗務務務務員員員員によるによるによるによる「「「「観光観光観光観光タクシータクシータクシータクシー割割割割引引引引クークークークーポポポポンンンン制制制制度度度度」」」」をををを実施実施実施実施すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええるがるがるがるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 本本本本島周島周島周島周辺辺辺辺離離離離島島島島のののの水水水水道道道道広広広広域域域域化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 水水水水道道道道広広広広域域域域化化化化についてについてについてについて企企企企業局業局業局業局のののの認識認識認識認識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うううう。。。。

((((2222)))) 広広広広域域域域化化化化はいつはいつはいつはいつ実現実現実現実現するのかするのかするのかするのか、、、、具体的具体的具体的具体的ススススケケケケジジジジュュュュールをールをールをールを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 広広広広域域域域化化化化がががが実現実現実現実現したしたしたした場場場場合合合合、、、、周周周周辺辺辺辺離離離離島島島島のののの水水水水道道道道料料料料金金金金はどれはどれはどれはどれぐぐぐぐらいになるのからいになるのからいになるのからいになるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 離離離離島島島島町村町村町村町村のののの簡簡簡簡易易易易水水水水道道道道有収有収有収有収率率率率とととと老朽老朽老朽老朽化化化化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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 農農農農連市場地連市場地連市場地連市場地区区区区市市市市街街街街地地地地再再再再開発開発開発開発事事事事業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) 事事事事業計画変業計画変業計画変業計画変更許更許更許更許可可可可、、、、権権権権利利利利変変変変換換換換計画計画計画計画許許許許可可可可はいつはいつはいつはいつごごごごろろろろになるになるになるになる予定予定予定予定かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 解解解解体体体体、、、、本本本本体体体体工事工事工事工事のののの着着着着工予定工予定工予定工予定、、、、完完完完成年度成年度成年度成年度をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 住民住民住民住民、、、、観光客観光客観光客観光客のののの「「「「安全安全安全安全・・・・安安安安心心心心」」」」のののの観観観観点点点点からもからもからもからも事事事事業計画業計画業計画業計画内内内内ののののガガガガーーーーブブブブ川川川川のありのありのありのあり方方方方はははは、、、、組組組組合合合合側側側側のののの
要望要望要望要望をををを尊尊尊尊重重重重すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええるがるがるがるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。


