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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8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

1111 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　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの経済活動経済活動経済活動経済活動についてについてについてについて

((((1111)))) 県内総生産県内総生産県内総生産県内総生産のののの推移推移推移推移とととと四次四次四次四次のののの沖縄振興計画目標値沖縄振興計画目標値沖縄振興計画目標値沖縄振興計画目標値とのとのとのと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伺伺伺伺うううう。。。。

2222 子子子子どものどものどものどもの貧困対策推進計画貧困対策推進計画貧困対策推進計画貧困対策推進計画（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの提言提言提言提言についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの生活保護生活保護生活保護生活保護のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困率貧困率貧困率貧困率」」」」のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県予算県予算県予算県予算におけるにおけるにおけるにおける教育教育教育教育へのへのへのへの支出状況支出状況支出状況支出状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 県県県県とととと市町村市町村市町村市町村のののの公共工事公共工事公共工事公共工事のののの入札不調入札不調入札不調入札不調のののの状況状況状況状況とととと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うううう。。。。

4444 農業政策農業政策農業政策農業政策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ農業対策本部設置農業対策本部設置農業対策本部設置農業対策本部設置についてについてについてについて、、、、県県県県のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割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)))) 中央卸売市場中央卸売市場中央卸売市場中央卸売市場におけるにおけるにおけるにおける物流対策物流対策物流対策物流対策のののの強化強化強化強化とととと活性化活性化活性化活性化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)))) 泊漁港泊漁港泊漁港泊漁港のののの再整備再整備再整備再整備にににに向向向向けたけたけたけた調整調整調整調整のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 警察行政警察行政警察行政警察行政についてについてについてについて

((((1111)))) 改正風営法改正風営法改正風営法改正風営法とととと国際観光都市国際観光都市国際観光都市国際観光都市にににに向向向向けてけてけてけて、、、、安全安心構築安全安心構築安全安心構築安全安心構築のためののためののためののための那覇市松山地区那覇市松山地区那覇市松山地区那覇市松山地区のののの交番設交番設交番設交番設
置置置置についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

2222 17171717分分分分 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 2015201520152015年年年年11111111月月月月15151515日日日日ののののＪＴＡ、ＪＴＡ、ＪＴＡ、ＪＴＡ、那覇那覇那覇那覇――――久米島便久米島便久米島便久米島便のののの運航状況運航状況運航状況運航状況についてについてについてについて

((((1111)))) このこのこのこの日日日日１１１１日日日日のののの運行状況運行状況運行状況運行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)))) このこのこのこの日日日日にににに久米島久米島久米島久米島はどのようなはどのようなはどのようなはどのような行事行事行事行事があったのかがあったのかがあったのかがあったのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇――――久米島便久米島便久米島便久米島便のことしのことしのことしのことし１１１１月月月月からのからのからのからの欠航欠航欠航欠航はははは何便何便何便何便かかかか。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県からからからから離島離島離島離島へのへのへのへの便便便便にににに対対対対するするするする航空機補助航空機補助航空機補助航空機補助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 70707070歳以上歳以上歳以上歳以上のののの運転免許更新運転免許更新運転免許更新運転免許更新についてについてについてについて伺伺伺伺うううう

((((1111)))) 70707070歳以上歳以上歳以上歳以上のののの免許更新免許更新免許更新免許更新とととと一般一般一般一般のののの免許更新免許更新免許更新免許更新のののの違違違違いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。

3333 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)))) 農業大学農業大学農業大学農業大学のののの改築場所改築場所改築場所改築場所はははは決定決定決定決定したかしたかしたかしたか。。。。

4444 返還返還返還返還されたキャンプされたキャンプされたキャンプされたキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区瑞慶覧西普天間住宅地区瑞慶覧西普天間住宅地区瑞慶覧西普天間住宅地区についてについてについてについて

((((1111)))) 跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((2222)))) 跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画についてのについてのについてのについての県県県県のののの所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地にあるにあるにあるにある高圧送電線高圧送電線高圧送電線高圧送電線のののの鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔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)))) 返還予定返還予定返還予定返還予定になっているコリドーになっているコリドーになっているコリドーになっているコリドー地区地区地区地区のののの返還返還返還返還のののの見通見通見通見通しはしはしはしは。。。。

((((5555)))) 県立普天間高校県立普天間高校県立普天間高校県立普天間高校のののの移転移転移転移転についてのについてのについてのについての県県県県のののの考考考考ええええ方方方方はははは。。。。

((((6666)))) 県県県県はははは返還計画返還計画返還計画返還計画完了後完了後完了後完了後のののの経済経済経済経済効効効効果果果果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考考考考ええええるかるかるかるか。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

3333 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　安弘安弘安弘安弘（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 安全保安全保安全保安全保障障障障とととと基基基基地問地問地問地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸尖閣諸尖閣諸尖閣諸島問島問島問島問題題題題のののの現現現現状状状状とととと今後今後今後今後についてのについてのについてのについての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 復帰当復帰当復帰当復帰当時時時時にににに比比比比べべべべてててて自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊にににに対対対対するするするする県県県県民民民民のののの信頼信頼信頼信頼はははは格段格段格段格段にににに高高高高まっているとまっているとまっているとまっていると思思思思うがうがうがうが、、、、現在自衛現在自衛現在自衛現在自衛
隊隊隊隊にににに対対対対するするするする県県県県民意識民意識民意識民意識はどのようなはどのようなはどのようなはどのような状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると思思思思わわわわれるかれるかれるかれるか。。。。

((((3333)))) 政政政政府府府府のののの南南南南西西西西諸諸諸諸島島島島防衛防衛防衛防衛のののの全全全全容容容容がががが固固固固まったまったまったまった。。。。どのようにどのようにどのように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うううう。。。。

((((4444)))) 前前前前県政県政県政県政でででで始始始始まったまったまったまった「「「「万万万万国国国国津梁津梁津梁津梁フォフォフォフォーーーーラムラムラムラム」」」」はははは、、、、今後開催今後開催今後開催今後開催するするするする予定予定予定予定はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。またまたまたまた過去過去過去過去３３３３回回回回
のののの費費費費用対用対用対用対効効効効果果果果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 基基基基地問地問地問地問題題題題がががが混迷混迷混迷混迷をををを深深深深めるめるめるめる中中中中でででで、、、、歴史歴史歴史歴史のののの中中中中のののの「「「「琉球処琉球処琉球処琉球処分分分分」」」」をあをあをあをあええええてててて「「「「琉球併合琉球併合琉球併合琉球併合」」」」だだだだとするとするとするとする流流流流
れがれがれがれができできできできつつあるようにつつあるようにつつあるようにつつあるように感感感感じじじじられるられるられるられる。「。「。「。「琉球併合琉球併合琉球併合琉球併合」」」」とととと「「「「琉球処琉球処琉球処琉球処分分分分」」」」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
うううう。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの３３３３年保育年保育年保育年保育のののの推進推進推進推進へのへのへのへ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うううう。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県のののの学学学学童童童童保育保育保育保育のののの現現現現状状状状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)))) 他府他府他府他府県県県県でででで土曜授土曜授土曜授土曜授業業業業へのへのへのへの前前前前向向向向ききききなななな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がられるがられるがられるが、、、、本県本県本県本県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 公立高校公立高校公立高校公立高校のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) スクスクスクスクーーーールカウルカウルカウルカウンンンンセラセラセラセラーとーとーとーとスクスクスクスクーーーールサポルサポルサポルサポーーーータタタターのーのーのーの活動状況活動状況活動状況活動状況とととと次年次年次年次年度度度度のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 「「「「進学進学進学進学力力力力グレグレグレグレードードードードアッアッアッアッププププ推進事業推進事業推進事業推進事業」」」」のののの実施実施実施実施状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 沖縄高沖縄高沖縄高沖縄高専専専専へのへのへのへの通通通通勤勤勤勤、、、、通学通学通学通学にににに関関関関するするするする問問問問題題題題についてについてについてについて

3333 農業振興農業振興農業振興農業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農農農農作作作作物物物物のののの輸輸輸輸入入入入、、、、輸輸輸輸出出出出、、、、移入移入移入移入、、、、移出移出移出移出のののの現現現現状状状状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)))) 夏夏夏夏場場場場とととと冬冬冬冬場場場場のののの農農農農作作作作物物物物のののの移入移入移入移入、、、、移出移出移出移出のののの現現現現状状状状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)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける植植植植物工場物工場物工場物工場のののの運営状況運営状況運営状況運営状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

4444 17171717分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　徹徹徹徹（（（（うまんちゅのうまんちゅのうまんちゅのうまんちゅの会会会会）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政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)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基基基基地地地地建建建建設問設問設問設問題題題題へのへのへのへ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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 島島島島ぐぐぐぐるるるるみみみみ会会会会議議議議のののの訪訪訪訪米行動米行動米行動米行動へのへのへのへの見解見解見解見解についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

2222 辺野古辺野古辺野古辺野古・・・・大大大大浦湾浦湾浦湾浦湾へのへのへのへの埋埋埋埋立立立立土砂土砂土砂土砂についてについてについてについて
　　　　採取採取採取採取地地地地となるとなるとなるとなる自治体及自治体及自治体及自治体及びびびび環境団体環境団体環境団体環境団体へのへのへのへの協力協力協力協力要要要要請請請請についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

3333 文文文文化化化化財財財財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)))) 米米米米軍軍軍軍キャンプキャンプキャンプキャンプ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ内内内内のののの海岸海岸海岸海岸でででで見見見見つかったつかったつかったつかった埋蔵文埋蔵文埋蔵文埋蔵文化化化化財財財財についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 名護市新名護市新名護市新名護市新博博博博物物物物館建館建館建館建設設設設へのへのへのへの県県県県のののの支支支支援援援援についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

4444 米米米米軍演習被害軍演習被害軍演習被害軍演習被害についてについてについてについて

((((1111)))) 東東東東村村村村集落集落集落集落のののの農農農農道道道道にににに米米米米軍軍軍軍大大大大型車両型車両型車両型車両がががが侵侵侵侵入入入入しししし、、、、地地地地域域域域住住住住民民民民のののの生活生活生活生活をををを脅脅脅脅かしているかしているかしているかしている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと
対対対対応応応応についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 名護市名護市名護市名護市ででででもももも米米米米軍車両軍車両軍車両軍車両がががが侵侵侵侵入入入入したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、米米米米軍軍軍軍からのからのからのからの事事事事前演習前演習前演習前演習通通通通告告告告やややや事事事事故報告故報告故報告故報告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問問問問うううう。。。。

5555 経済政策経済政策経済政策経済政策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アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済戦略戦略戦略戦略構構構構想想想想」」」」のののの概略概略概略概略とととと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問問問問うううう。。。。

6666 県立県立県立県立北北北北部部部部病院病院病院病院についてについてについてについて
　県立　県立　県立　県立北北北北部部部部病院病院病院病院のののの役割役割役割役割とととと体制体制体制体制強化強化強化強化についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

7777 漁港漁港漁港漁港のののの管理管理管理管理・・・・整備整備整備整備についてについてについてについて
　　　　北北北北部部部部各各各各港港港港のののの管理管理管理管理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問問問問うううう。。。。

8888 与与与与那国那国那国那国のののの台台台台風風風風被害被害被害被害についてについてについてについて
　　　　台台台台風風風風被害被害被害被害へのへのへのへの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問問問問うううう。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

5555 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 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 教育行政教育行政教育行政教育行政・・・・人材人材人材人材育育育育成成成成についてについてについてについて

((((1111)))) 地地地地域域域域公公公公民館民館民館民館等等等等をををを活用活用活用活用したしたしたした学学学学習習習習支支支支援援援援についてについてについてについて
　　　　家家家家計計計計のののの事事事事情情情情でででで学学学学習塾習塾習塾習塾にににに行行行行けないけないけないけない児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のためにのためにのためにのために、、、、地地地地域域域域公公公公民館民館民館民館やややや退職退職退職退職教教教教師師師師のののの活用活用活用活用でででで
学学学学習習習習支支支支援援援援のののの取取取取りりりり組組組組みみみみははははできできできできないかないかないかないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中学中学中学中学卒卒卒卒業生業生業生業生のののの進進進進路相談路相談路相談路相談等等等等についてについてについてについて
　高校生　高校生　高校生　高校生のののの中中中中途退途退途退途退学学学学のののの実態実態実態実態についてについてについてについて、、、、そそそそのののの後後後後のののの対策対策対策対策、、、、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うううう。。。。

2222 基基基基地問地問地問地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧返還用地瑞慶覧返還用地瑞慶覧返還用地瑞慶覧返還用地のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 支支支支障除去障除去障除去障除去についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような計画計画計画計画でででで進進進進められているかめられているかめられているかめられているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ アスベストアスベストアスベストアスベストのののの除去除去除去除去についてはどのようなについてはどのようなについてはどのようなについてはどのような計画計画計画計画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うううう。。。。

ｳｳｳｳ 地地地地域域域域住住住住民民民民へのへのへのへの説明説明説明説明会会会会のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 支支支支障除去障除去障除去障除去についてについてについてについて今後懸念今後懸念今後懸念今後懸念されることはないかされることはないかされることはないかされることはないか伺伺伺伺うううう。（。（。（。（アスベストアスベストアスベストアスベストのののの性質性質性質性質やややや作作作作業業業業のののの取取取取りりりり組組組組
みみみみ等等等等））））

3333 戦後戦後戦後戦後70707070年事業年事業年事業年事業についてについてについてについて
　　　　戦後戦後戦後戦後70707070年年年年、、、、戦後処理戦後処理戦後処理戦後処理としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで取取取取りりりり残残残残されたものはされたものはされたものはされたものは何何何何かかかか。。。。そそそそのののの対策対策対策対策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
取取取取りりりり組組組組みみみみ計画計画計画計画があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 警察行政警察行政警察行政警察行政についてについてについてについて
　　　　辺野古辺野古辺野古辺野古にににに警警警警視庁視庁視庁視庁機動機動機動機動隊隊隊隊がががが導導導導入入入入されているがされているがされているがされているが、、、、誰誰誰誰がどのようながどのようながどのようながどのような理由理由理由理由でででで要要要要請請請請をしたのかををしたのかををしたのかををしたのかを問問問問うううう。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

6666 17171717分分分分 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政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)))) 日本政日本政日本政日本政府府府府がががが、、、、来来来来年年年年夏夏夏夏のののの参院選参院選参院選参院選でででで７７７７月月月月10101010日日日日投開票投開票投開票投開票、、、、６６６６月月月月23232323日日日日のののの慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日をををを公公公公示示示示日日日日にするにするにするにする方方方方
向向向向でででで検討検討検討検討しているとのことについてしているとのことについてしているとのことについてしているとのことについて、、、、県内全県内全県内全県内全てのてのてのての政政政政党党党党、、、、会派会派会派会派からからからから疑疑疑疑問問問問やややや批判批判批判批判のののの声声声声がががが出出出出ていていていてい
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米米米米軍伊江軍伊江軍伊江軍伊江島補助島補助島補助島補助飛飛飛飛行場行場行場行場のののの海兵隊最海兵隊最海兵隊最海兵隊最新新新新鋭鋭鋭鋭ステルスステルスステルスステルス戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機ＦＦＦＦ35353535のののの着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯改改改改修修修修工事工事工事工事でででで、、、、
2017201720172017年年年年にににに空空空空軍横田基軍横田基軍横田基軍横田基地地地地へへへへ配配配配備予定備予定備予定備予定ののののＣＶＣＶＣＶＣＶ22222222オスオスオスオスププププレイレイレイレイもももも収容収容収容収容できできできできるるるる駐駐駐駐機場機場機場機場のののの整備整備整備整備がががが明明明明らららら
かになったかになったかになったかになった。。。。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 基基基基地問地問地問地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 負負負負担軽減担軽減担軽減担軽減のののの名名名名のもとのもとのもとのもとでででで、、、、本本本本土土土土のののの横田基横田基横田基横田基地地地地へへへへ配配配配備備備備されるされるされるされるＣＶＣＶＣＶＣＶ22222222オスオスオスオスププププレイやレイやレイやレイや、、、、岩岩岩岩国国国国基基基基地地地地にににに配配配配
備備備備されるされるされるされるＦＦＦＦ35353535ステルスステルスステルスステルス戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機のののの駐駐駐駐機場機場機場機場がががが伊江伊江伊江伊江島補助島補助島補助島補助飛飛飛飛行場行場行場行場にににに整備整備整備整備されるということはされるということはされるということはされるということは、、、、危危危危
険険険険なななな訓練訓練訓練訓練はははは沖縄沖縄沖縄沖縄でででで行行行行わわわわれるということれるということれるということれるということでででであるあるあるある。。。。そそそそのののの要要要要因因因因はははは沖縄沖縄沖縄沖縄にににに集集集集中中中中するするするする米米米米軍軍軍軍訓練訓練訓練訓練空空空空域域域域
やややや水水水水域域域域、、、、実実実実弾射爆撃弾射爆撃弾射爆撃弾射爆撃場場場場のののの存存存存在在在在によるものとによるものとによるものとによるものと思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄周周周周辺辺辺辺のののの米米米米軍軍軍軍訓練訓練訓練訓練空空空空域域域域・・・・水水水水域域域域、、、、実実実実弾射爆撃弾射爆撃弾射爆撃弾射爆撃場場場場のののの実態実態実態実態とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに与与与与ええええるるるる損失損失損失損失、、、、影響影響影響影響にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 久米島久米島久米島久米島のののの鳥鳥鳥鳥島島島島射爆撃射爆撃射爆撃射爆撃場場場場でででで米米米米軍軍軍軍がががが発発発発ががががんんんん性性性性がががが高高高高いといといといと言言言言わわわわれるれるれるれる劣劣劣劣化化化化ウラウラウラウランンンン弾弾弾弾1500150015001500発発発発をををを捨捨捨捨てててて
たとされるたとされるたとされるたとされる問問問問題題題題のののの概概概概要要要要とととと、、、、国国国国・・・・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対対対対応応応応されたかされたかされたかされたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) これまこれまこれまこれまでででで、、、、国国国国にににに対対対対しししし訓練訓練訓練訓練場場場場のののの返還返還返還返還をををを求求求求めためためため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とととと国国国国のののの対対対対応応応応、、、、今後今後今後今後ののの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)))) 北北北北谷谷谷谷町町町町字字字字上上上上勢勢勢勢頭頭頭頭のののの米米米米軍軍軍軍嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基基基基地一部返還地地一部返還地地一部返還地地一部返還地ででででダダダダイオイオイオイオキキキキシシシシンンンン類類類類がががが検検検検出出出出されたされたされたされた問問問問題題題題でででで、、、、
野野野野国国国国昌春昌春昌春昌春町長町長町長町長はははは沖縄沖縄沖縄沖縄防衛防衛防衛防衛局局局局にににに対対対対しししし汚染汚染汚染汚染土土土土壌壌壌壌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要要要要請請請請しているしているしているしている。。。。局局局局のののの対対対対
応応応応とととと県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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改定改定改定改定についてについてについてについて

((((1111)))) 11111111月月月月11111111日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた町村町村町村町村議議議議長会全国大会長会全国大会長会全国大会長会全国大会においてにおいてにおいてにおいて、、、、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見見見見直直直直しにしにしにしに関関関関するするするする
特別特別特別特別決決決決議議議議がががが全会一全会一全会一全会一致致致致でででで採採採採択択択択されましたされましたされましたされました。。。。今今今今ここここそそそそ、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事をををを先頭先頭先頭先頭ににににオオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄でででで全国行全国行全国行全国行
脚脚脚脚をををを取取取取りりりり組組組組むむむむべきだべきだべきだべきだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 駐駐駐駐留留留留軍軍軍軍等等等等労働労働労働労働者者者者のののの雇雇雇雇用問用問用問用問題題題題についてについてについてについて
　政　政　政　政府府府府はははは来来来来年年年年のののの３３３３月月月月末末末末でででで駐駐駐駐留留留留軍軍軍軍等等等等労働労働労働労働者者者者のののの日本日本日本日本側労務側労務側労務側労務費負費負費負費負担担担担をををを定定定定めためためためた特別特別特別特別協協協協定定定定をををを改定改定改定改定
しししし、、、、福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生施施施施設設設設でででで働働働働くくくく労働労働労働労働者者者者約約約約5555888800000000人人人人のののの労務労務労務労務費負費負費負費負担担担担をををを廃止廃止廃止廃止しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。

ｱｱｱｱ 在在在在沖米沖米沖米沖米軍施軍施軍施軍施設設設設のののの従従従従業業業業員数員数員数員数（（（（日本日本日本日本人人人人、、、、軍人軍人軍人軍人・・・・軍軍軍軍属別属別属別属別））））とととと福福福福利利利利厚厚厚厚生生生生施施施施設設設設のののの労働労働労働労働者者者者（（（（ＩＨＩＨＩＨＩＨＡ）Ａ）Ａ）Ａ）のののの
人人人人数数数数についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 全全全全駐駐駐駐労労労労はははは駐駐駐駐留留留留軍軍軍軍等等等等労働労働労働労働者者者者のののの雇雇雇雇用安定用安定用安定用安定確確確確保保保保のためのためのためのため、、、、ＩＨＩＨＩＨＩＨＡＡＡＡをををを含含含含むむむむ労務労務労務労務費負費負費負費負担担担担をををを継続継続継続継続するするするする
ことをことをことをことを政政政政府府府府にににに求求求求めていますめていますめていますめています。。。。全国全国全国全国のののの米米米米軍専軍専軍専軍専用用用用施施施施設設設設のののの73737373....8888％％％％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沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
民民民民にとってにとってにとってにとって当当当当然然然然のののの要求要求要求要求だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県はははは政政政政府府府府にににに対対対対しししし、、、、首首首首をををを切切切切るならるならるならるなら全全全全てのてのてのての基基基基地地地地をををを返還返還返還返還
するようするようするようするよう求求求求めるめるめるめるべきでべきでべきでべきですすすす。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 駐駐駐駐留留留留軍軍軍軍等等等等労働労働労働労働者者者者はははは日本政日本政日本政日本政府府府府がががが雇雇雇雇用用用用主主主主でででであああありりりりながらながらながらながら、、、、賃金労働条件賃金労働条件賃金労働条件賃金労働条件改改改改善善善善はははは国内法国内法国内法国内法がががが適適適適
用用用用されされされされずずずず、、、、人人人人事事事事権権権権はははは米米米米側側側側がががが掌握掌握掌握掌握しておしておしておしておりりりり、、、、国国国国のののの主権主権主権主権やややや雇雇雇雇用用用用主権限主権限主権限主権限はははは不不不不平平平平等等等等なななな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よってによってによってによって行行行行使使使使できできできできないないないない状況状況状況状況にににに置置置置かれているかれているかれているかれている。。。。県県県県はははは身身身身分分分分のののの保保保保障障障障をををを政政政政府府府府にににに求求求求めるめるめるめるべきべきべきべき
でででですすすす。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 文文文文化観光化観光化観光化観光スポスポスポスポーーーーツツツツ部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第６６６６回回回回世界世界世界世界ののののウウウウチナチナチナチナーンーンーンーンチチチチュュュュ大会大会大会大会のののの基基基基本本本本コンコンコンコンセセセセププププトトトト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)))) 台湾台湾台湾台湾でででで開催開催開催開催されたされたされたされた「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ナナナナイトイトイトイトｉｎｉｎｉｎｉｎ台湾台湾台湾台湾」」」」のののの概概概概要要要要、、、、成成成成果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 韓韓韓韓国国国国からのからのからのからの航空航空航空航空路路路路線線線線のののの新新新新規就規就規就規就航航航航やややや増増増増便便便便がががが相相相相次次次次ぎぎぎぎ、、、、特特特特にににに冬冬冬冬場場場場ののののゴゴゴゴルフルフルフルフツツツツアアアアーにーにーにーに人人人人気気気気があがあがあがあ



7

るるるる。。。。しかししかししかししかし県内県内県内県内にはにはにはには外外外外国国国国人人人人客客客客をををを受受受受けけけけ入入入入れないれないれないれないゴゴゴゴルフルフルフルフ場場場場もももも存存存存在在在在するとのことするとのことするとのことするとのこと。。。。

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内ののののロロロロンンンンググググコーコーコーコースススス数数数数とととと外外外外国国国国人人人人客客客客をををを受受受受けけけけ入入入入れないコーれないコーれないコーれないコーススススのののの現現現現状状状状についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 観光立県観光立県観光立県観光立県としてとしてとしてとして外外外外国国国国人人人人客客客客をををを受受受受けけけけ入入入入れないということはれないということはれないということはれないということは、、、、あってはならないことあってはならないことあってはならないことあってはならないこと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解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 中中中中城城城城湾湾湾湾港港港港へのへのへのへのクルクルクルクルーーーーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港にににに伴伴伴伴うううう展望展望展望展望とととと課課課課題題題題解決解決解決解決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
うううう。。。。

5555 商商商商工工工工労働労働労働労働部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 11111111月月月月22226666日日日日、、、、27272727日日日日のののの両両両両日日日日「「「「第第第第２２２２回回回回沖縄大交沖縄大交沖縄大交沖縄大交易易易易会会会会」」」」がががが開催開催開催開催されたされたされたされた。。。。概概概概要要要要とととと県県県県とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、今後今後今後今後のののの
展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 農林水産部関農林水産部関農林水産部関農林水産部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 10101010月月月月22226666日日日日、、、、糸満糸満糸満糸満市市市市のののの海岸海岸海岸海岸でサでサでサでサーーーーフフフファァァァーのーのーのーの男男男男性性性性ががががササササメメメメにににに襲襲襲襲わわわわれれれれ負負負負傷傷傷傷したしたしたした。。。。近近近近年年年年ののののササササメメメメのののの個個個個
体体体体数数数数のののの状況状況状況状況、、、、ササササメメメメによるによるによるによる漁業漁業漁業漁業へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、県県県県のののの対対対対応応応応策策策策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)))) 日日日日台台台台漁業漁業漁業漁業協協協協定定定定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今今今今期期期期のののの日日日日台台台台漁業漁業漁業漁業協協協協定定定定適適適適用水用水用水用水域域域域内内内内のののの４４４４月月月月からからからから７７７７月月月月期期期期のののの操操操操業業業業実実実実績績績績がががが延延延延べべべべ111188880000隻隻隻隻でででで前前前前年年年年比比比比約約約約
3333....5555倍倍倍倍、、、、漁漁漁漁獲量獲量獲量獲量はははは54545454....7777％％％％ふふふふええええているているているている要要要要因因因因はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 久米島西久米島西久米島西久米島西方方方方のののの特別特別特別特別協力協力協力協力水水水水域域域域ででででのののの操操操操業業業業がががが突突突突出出出出しているしているしているしている要要要要因因因因はははは何何何何かかかか。。。。来来来来期期期期のののの操操操操業業業業ルルルルーーーールルルル
でででで台湾台湾台湾台湾側側側側にににに何何何何をををを求求求求めめめめ、、、、交交交交渉渉渉渉するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校におけるにおけるにおけるにおける特色特色特色特色あるあるあるある学学学学科科科科、、、、コーコーコーコースススス等等等等のののの設置状況設置状況設置状況設置状況とととと評価評価評価評価、、、、今後今後今後今後のののの方方方方針針針針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)))) 高等学校高等学校高等学校高等学校のののの海海海海外外外外へのへのへのへの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行がががが年年年年々々々々ふふふふええええていますていますていますています。。。。海海海海外外外外へのへのへのへの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行希望希望希望希望校校校校のののの生生生生徒徒徒徒にににに
パパパパスポスポスポスポーーーートトトトのののの無償無償無償無償配配配配布布布布ははははできできできできないかないかないかないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 10101010月月月月13131313日日日日、、、、台台台台風風風風21212121号号号号でででで大大大大ききききなななな被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた与与与与那国町那国町那国町那国町へへへへ被害被害被害被害状況調状況調状況調状況調査査査査にににに行行行行ききききましたましたましたました。。。。学校学校学校学校
のののの教教教教室室室室やややや体体体体育育育育館館館館、、、、保育所保育所保育所保育所のののの窓窓窓窓ガガガガラスラスラスラスのののの破損破損破損破損によによによによりりりり、、、、楽器楽器楽器楽器ややややパソパソパソパソコンコンコンコン、、、、書籍書籍書籍書籍等等等等のののの被害被害被害被害がががが目目目目にににに
つつつつききききましたましたましたました。。。。雨戸雨戸雨戸雨戸、、、、サッシサッシサッシサッシがあれがあれがあれがあればばばば防防防防げげげげたとたとたとたと思思思思わわわわれますれますれますれます。。。。今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 土土土土木木木木建建建建築部関築部関築部関築部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 道路管理道路管理道路管理道路管理についてについてについてについて
　県　県　県　県道道道道、、、、国国国国道道道道のののの除除除除草草草草作作作作業業業業についてについてについてについて年年年年にににに２２２２回回回回からからからから３３３３回回回回程程程程度除度除度除度除草草草草作作作作業業業業をををを入入入入れれれれ、、、、県県県県道道道道についてについてについてについて
はははは５５５５億円億円億円億円かけているとのことかけているとのことかけているとのことかけているとのこと。。。。しかししかししかししかし雑草雑草雑草雑草がががが目立目立目立目立っていますっていますっていますっています。。。。

ｱｱｱｱ 除除除除草草草草作作作作業業業業はどこにはどこにはどこにはどこに委託委託委託委託しししし行行行行わわわわれれれれ、、、、点点点点検作検作検作検作業業業業はどうしているかはどうしているかはどうしているかはどうしているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 除除除除草草草草作作作作業業業業のののの回回回回数数数数ををををふふふふややややすすすす、、、、県県県県道道道道所所所所在在在在地地地地のののの事業所等事業所等事業所等事業所等にににに委託委託委託委託するするするする等等等等のののの改改改改善善善善策策策策をををを検討検討検討検討するするするする
必必必必要要要要があるのがあるのがあるのがあるのでででではないかはないかはないかはないか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 台湾台湾台湾台湾やややや中国中国中国中国のののの亜熱亜熱亜熱亜熱帯帯帯帯地地地地域域域域のののの街街街街路路路路景景景景観観観観にににに比比比比べべべべ、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは最最最最悪悪悪悪でででであるあるあるある。。。。国国国国道道道道事事事事務務務務所所所所とととと連連連連
携携携携してしてしてして観光立県観光立県観光立県観光立県としてとしてとしてとして恥恥恥恥じじじじないないないない道路管理道路管理道路管理道路管理をしてをしてをしてをしてほほほほしいしいしいしい。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 北北北北谷谷谷谷町町町町のののの白白白白比比比比川河川川河川川河川川河川改改改改修修修修事業事業事業事業についてについてについてについて
　10　10　10　10月月月月22222222日日日日にににに行行行行わわわわれたれたれたれた改改改改修修修修工事工事工事工事説明説明説明説明会会会会のののの内内内内容容容容とととと県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 中中中中城城城城村村村村、、、、吉吉吉吉のののの浦浦浦浦火火火火力力力力発発発発電所電所電所電所埋埋埋埋立地立地立地立地背背背背後後後後水水水水路南路南路南路南側側側側流出流出流出流出口口口口のののの土砂土砂土砂土砂つまつまつまつまりりりり対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、県県県県
のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

7777 17171717分分分分 新田新田新田新田　　　　宜明宜明宜明宜明（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政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)))) 就任就任就任就任１１１１周周周周年年年年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、このこのこのこの１１１１年間年間年間年間のののの県政運営県政運営県政運営県政運営をををを振振振振りりりり返返返返ってのってのってのっての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うううう。。。。

2222 基基基基地問地問地問地問題題題題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦時時時時にににに現在現在現在現在のキャンプのキャンプのキャンプのキャンプ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ米米米米軍基軍基軍基軍基地内地内地内地内にににに大大大大浦浦浦浦崎崎崎崎収容収容収容収容所所所所があがあがあがありりりり、、、、当当当当時時時時亡亡亡亡くくくくなったなったなったなった
住住住住民民民民をををを埋埋埋埋葬葬葬葬したとしたとしたとしたと名護市名護市名護市名護市のののの資料資料資料資料でででで明明明明らかになっているらかになっているらかになっているらかになっている。。。。当当当当該該該該地区地区地区地区でででで亡亡亡亡くくくくななななりりりり、、、、埋埋埋埋葬葬葬葬されたされたされたされた
市町村市町村市町村市町村別別別別のののの人人人人数数数数、、、、収容収容収容収容されたされたされたされた遺骨遺骨遺骨遺骨はははは何何何何柱柱柱柱かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 来来来来年年年年度度度度、、、、防衛費防衛費防衛費防衛費がががが５５５５兆円兆円兆円兆円をををを超超超超ええええるるるる見見見見込込込込みだみだみだみだとととと報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。南南南南西西西西諸諸諸諸島島島島のののの防衛防衛防衛防衛にににに力力力力をををを入入入入
れれれれ中国中国中国中国とととと対対対対抗抗抗抗するためするためするためするためだだだだ。。。。今今今今のののの様様様様相相相相はははは、、、、去去去去るるるる沖縄沖縄沖縄沖縄戦前戦前戦前戦前夜夜夜夜ををををほほほほううううふふふふつさつさつさつさせせせせるるるる。。。。戦前戦前戦前戦前のののの第第第第32323232軍軍軍軍
（（（（俗俗俗俗にににに沖縄沖縄沖縄沖縄守守守守備備備備軍軍軍軍））））のののの編編編編成過成過成過成過程程程程とどのようなとどのようなとどのようなとどのような部部部部隊隊隊隊編編編編成成成成でででで米米米米軍軍軍軍とのとのとのとの戦闘戦闘戦闘戦闘がががが行行行行わわわわれたかれたかれたかれたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 国国国国土土土土交通交通交通交通相相相相がががが提提提提起起起起したしたしたした代執代執代執代執行行行行訴訟訴訟訴訟訴訟にににに関関関関しししし、、、、県県県県のののの主張主張主張主張のののの趣趣趣趣旨旨旨旨をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 去去去去るるるる11111111月月月月15151515日日日日からからからから22222222日日日日ままままでででで島島島島ぐぐぐぐるるるるみみみみ会会会会議議議議ののののメメメメンンンンババババーーーー22226666人人人人がががが訪訪訪訪米米米米したしたしたした。。。。そそそそのののの際際際際、、、、アアアアメメメメリリリリカカカカ最最最最
大大大大のののの労働労働労働労働組合組合組合組合、、、、米米米米労働労働労働労働総総総総同盟同盟同盟同盟産産産産別別別別会会会会議議議議（Ａ（Ａ（Ａ（ＡＦＦＦＦＬ－Ｌ－Ｌ－Ｌ－ＣＣＣＣＩＯＩＯＩＯＩＯ））））をををを訪訪訪訪ねねねねたたたた際際際際、、、、国際部長国際部長国際部長国際部長がががが「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
闘闘闘闘いをいをいをいを広広広広めていめていめていめていききききたいたいたいたい」」」」とととと表表表表明明明明したしたしたした。。。。このこのこのこの労労労労組組組組はははは民民民民主主主主党党党党支支支支持労持労持労持労組組組組でででであるあるあるある。。。。
　県　県　県　県としてとしてとしてとして、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまなチチチチャンャンャンャンネネネネルでルでルでルで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基基基基地問地問地問地問題題題題をををを訴訴訴訴ええええるるるるべきでべきでべきでべきであるあるあるある。。。。今後今後今後今後ののの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うううう。。。。

3333 文文文文化化化化財財財財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)))) 辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋立予定地立予定地立予定地立予定地のののの米米米米軍軍軍軍キャンプキャンプキャンプキャンプ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ沿沿沿沿岸岸岸岸部部部部でででで発発発発見見見見されたされたされたされた土土土土器器器器、、、、石器石器石器石器などはどのよなどはどのよなどはどのよなどはどのよ
うなうなうなうな現現現現状状状状にあにあにあにありりりり、、、、今後今後今後今後のののの文文文文化化化化財財財財指指指指定定定定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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農林水産農林水産農林水産農林水産、、、、医療医療医療医療、、、、土土土土木木木木建建建建築行政築行政築行政築行政についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環環環環太平洋太平洋太平洋太平洋戦略戦略戦略戦略的的的的経済経済経済経済連携連携連携連携協協協協定定定定））））がががが大大大大筋筋筋筋合意合意合意合意されたとされたとされたとされたと報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。
　「　「　「　「例外例外例外例外ななななきききき関関関関税撤廃税撤廃税撤廃税撤廃」」」」でででで食食食食のののの安全安全安全安全、、、、自自自自給給給給率率率率、、、、医療医療医療医療のののの質質質質のののの低下低下低下低下、、、、高高高高騰騰騰騰、、、、国国国国民民民民皆皆皆皆保保保保険険険険制度制度制度制度がががが
脅脅脅脅かされるおかされるおかされるおかされるおそそそそれがあるれがあるれがあるれがある。。。。県県県県民民民民生活生活生活生活へのへのへのへ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うううう。。。。

5555 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)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光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伺伺伺伺うううう。。。。どのようなどのようなどのようなどのような課課課課題題題題があがあがあがありりりり、、、、どのようなどのようなどのようなどのような施施施施策策策策をををを講講講講ずずずずるるるる考考考考
ええええかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 世界世界世界世界ののののウウウウチナチナチナチナーンーンーンーンチチチチュュュュ大会大会大会大会のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 土土土土木木木木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)))) 入札不調入札不調入札不調入札不調・・・・不不不不落落落落のののの実実実実績績績績、、、、そそそそのののの原原原原因因因因、、、、対対対対応応応応策策策策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)))) 県県県県道道道道７７７７号号号号線線線線のののの豊豊豊豊見見見見城城城城市総市総市総市総合合合合公公公公園園園園側側側側はははは、、、、慢慢慢慢性性性性的的的的なななな渋滞渋滞渋滞渋滞がががが生生生生じじじじているているているている。。。。上上上上田田田田交交交交差差差差点点点点からからからから高高高高速速速速
入入入入りりりり口口口口ままままでででで約約約約1111....5555キキキキロメロメロメロメーーーートルトルトルトル間間間間ををををラッシュラッシュラッシュラッシュ時時時時にはにはにはには約約約約30303030分間分間分間分間をををを要要要要するするするする。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月09090909    日日日日((((水水水水))))

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

8888 17171717分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 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 「「「「在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊」」」」についてについてについてについて県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 駐駐駐駐留留留留のののの非非非非合理合理合理合理性性性性、、、、再再再再編編編編・・・・撤撤撤撤退退退退のののの可能可能可能可能性性性性、、、、不要不要不要不要論論論論ままままでででで、、、、かなかなかなかなりりりりのののの専専専専門門門門家家家家からからからから指指指指摘摘摘摘があるがあるがあるがある。。。。県県県県
はどのようにはどのようにはどのようにはどのように情報情報情報情報をををを整整整整理理理理しししし、、、、検検検検証証証証しているかしているかしているかしているか。。。。今今今今日日日日ままままででででのののの議議議議論論論論のののの蓄積蓄積蓄積蓄積をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 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閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・返還返還返還返還、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基基基基地地地地建建建建設設設設阻阻阻阻止止止止のののの県政県政県政県政方方方方針針針針にににに立立立立つつつつ「「「「５５５５年年年年閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖のののの工工工工
程表程表程表程表」」」」はははは、、、、おのおのおのおのずずずずとととと在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの撤撤撤撤退退退退論論論論議議議議をををを加速加速加速加速ささささせせせせるものとるものとるものとるものと期期期期待待待待するするするする。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンはンはンはンは、、、、2030203020302030年年年年のののの姿姿姿姿としてとしてとしてとして「「「「大大大大規規規規模模模模なななな米米米米軍基軍基軍基軍基地地地地のののの返還返還返還返還がががが実現実現実現実現しししし、、、、返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地をををを活活活活
用用用用してしてしてして平平平平和和和和でででで豊豊豊豊かにかにかにかに暮暮暮暮ららららせせせせるるるる沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」をををを展望展望展望展望しししし、、、、そそそそのののの実現実現実現実現にににに向向向向かってはかってはかってはかっては「「「「全全全全体体体体をををを統統統統合合合合したしたしたした工工工工
程表程表程表程表のののの作成作成作成作成」」」」をををを掲掲掲掲げげげげているているているている。。。。15151515年年年年先先先先をををを見通見通見通見通すすすすビビビビジジジジョョョョンにンにンにンに対対対対応応応応したしたしたした基基基基地返還計画地返還計画地返還計画地返還計画のののの策定策定策定策定にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 「「「「子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困」」」」についてについてについてについて実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 改改改改めてめてめてめて定定定定義義義義をををを伺伺伺伺うううう。。。。判判判判断断断断するするするする際際際際にににに用用用用いるいるいるいる統統統統計計計計資料資料資料資料、、、、所所所所得得得得、、、、税税税税やややや保保保保険料険料険料険料のののの控控控控除除除除、、、、就就就就学支学支学支学支援援援援
などなどなどなど基基基基準準準準をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。経済経済経済経済的的的的困困困困難難難難にににに加加加加ええええ、、、、社社社社会会会会的的的的要要要要素素素素（（（（孤孤孤孤立立立立などなどなどなど））））をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価しているのしているのしているのしているの
かもかもかもかも伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 小小小小学生学生学生学生、、、、中学生中学生中学生中学生、、、、保護者等保護者等保護者等保護者等そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれのアアアアンンンンケケケケーーーートトトト結果結果結果結果からからからから見見見見ええええるるるる本県本県本県本県のののの子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困につにつにつにつ
いていていていて現現現現状状状状をををを伺伺伺伺うううう。。。。実態実態実態実態をつかをつかをつかをつかむむむむにはにはにはには、、、、引引引引きききき続続続続きききき関係者関係者関係者関係者（（（（保育所保育所保育所保育所、、、、学学学学童童童童、、、、児童館児童館児童館児童館、、、、学校学校学校学校、、、、福福福福
祉祉祉祉事事事事務務務務所所所所などなどなどなど））））からのからのからのからのヒヒヒヒアアアアリンリンリンリンググググをををを行行行行うううう必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

((((3333)))) 貧困対策計画貧困対策計画貧困対策計画貧困対策計画にはにはにはには、、、、従従従従来来来来からからからから取取取取りりりり組組組組んんんんででででいるいるいるいる施施施施策策策策のののの検検検検証証証証とととと国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村がががが担担担担ううううべきべきべきべき役割役割役割役割
のののの整整整整理理理理がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。児童児童児童児童養養養養護護護護施施施施設設設設退退退退所所所所後後後後のののの支支支支援援援援、、、、県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅、、、、県立県立県立県立病院病院病院病院、、、、県立高校県立高校県立高校県立高校・・・・特特特特
別別別別支支支支援援援援学校学校学校学校、、、、スクスクスクスクーーーールルルルソソソソーーーーシシシシャャャャルワルワルワルワーーーーカカカカーのーのーのーの配配配配置置置置、、、、奨奨奨奨学学学学金金金金のののの拡充拡充拡充拡充などなどなどなど、、、、県県県県がががが事業者事業者事業者事業者としてとしてとしてとして
拡充拡充拡充拡充するするするする施施施施策策策策のののの検討検討検討検討やややや体制体制体制体制はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか。。。。

3333 基基基基地地地地汚染汚染汚染汚染・・・・環境環境環境環境問問問問題題題題へのへのへのへの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカサッカサッカサッカーーーー場場場場のののの汚染汚染汚染汚染問問問問題題題題でででで課課課課題題題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国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市三三三三者者者者協議協議協議協議のののの議議議議事事事事録録録録についてについてについてについて
はははは、、、、残残残残しししし、、、、共共共共有有有有できできできできるるるる環境環境環境環境にあるかにあるかにあるかにあるか。。。。今後今後今後今後はははは、、、、策定中策定中策定中策定中のののの「「「「環境環境環境環境調調調調査査査査ガガガガイイイイドドドドライライライラインンンン」」」」にもにもにもにも手手手手順順順順とととと
してしてしてして規規規規定定定定するするするするべきべきべきべき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うううう。。。。

((((2222)))) ））））相相相相次次次次ぐぐぐぐ汚染汚染汚染汚染のののの発発発発覚覚覚覚にににに県県県県民民民民はははは各各各各地地地地でででで不安不安不安不安をををを抱抱抱抱ええええているているているている。。。。土土土土地地地地使使使使用用用用履履履履歴歴歴歴をををを開示開示開示開示ささささせせせせることることることること
はははは死死死死活活活活的的的的にににに重重重重要要要要でででであああありりりり、、、、環境環境環境環境補補補補足足足足協協協協定定定定のののの実効実効実効実効性性性性もももも問問問問わわわわれるれるれるれる。。。。三三三三者者者者協議協議協議協議でででではははは各各各各機関機関機関機関どのよどのよどのよどのよ
うなうなうなうな認識認識認識認識にににに立立立立ちちちち協議協議協議協議にににに付付付付しているかしているかしているかしているか。。。。本国本国本国本国とのとのとのとの二重二重二重二重基基基基準準準準はははは許許許許されされされされずずずず、、、、米米米米軍軍軍軍にににに対対対対しししし、、、、そそそそのののの責責責責
務務務務をををを強強強強くくくく求求求求められたいめられたいめられたいめられたい。。。。

((((3333)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市でででではははは、、、、基基基基地地地地フフフフェェェェンンンンスススス沿沿沿沿いのいのいのいの植植植植栽栽栽栽管理管理管理管理ががががずずずずささささんんんんでででで、、、、農農農農作作作作業等業等業等業等にににに深深深深刻刻刻刻なななな被害被害被害被害があるがあるがあるがある。。。。
基基基基地地地地からからからから派生派生派生派生するするするする環境環境環境環境問問問問題題題題はははは多岐多岐多岐多岐ににににわわわわたるがたるがたるがたるが、、、、実態実態実態実態のののの把把把把握握握握やややや対策対策対策対策のののの窓口窓口窓口窓口はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
るかるかるかるか。。。。対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


