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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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020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　　　　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 ワシントンワシントンワシントンワシントン駐在員活動事業費駐在員活動事業費駐在員活動事業費駐在員活動事業費についてについてについてについて

2222 子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策についてについてについてについて

3333 県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校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

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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020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 那覇軍港移設那覇軍港移設那覇軍港移設那覇軍港移設についてについてについてについて

((((1111)))) １１１１月月月月28282828日日日日「「「「政府政府政府政府・・・・沖縄県協議会沖縄県協議会沖縄県協議会沖縄県協議会」」」」におけるにおけるにおけるにおける発言発言発言発言のののの真意真意真意真意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)))) 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。。。。

((((3333)))) 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 2015201520152015年年年年10101010月月月月23232323日日日日のののの雨雨雨雨によるによるによるによる沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市におけるにおけるにおけるにおける浸水被害浸水被害浸水被害浸水被害についてについてについてについて

((((1111)))) 責任責任責任責任のののの所在所在所在所在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)))) 今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 一般財団法人沖縄観光一般財団法人沖縄観光一般財団法人沖縄観光一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローについてコンベンションビューローについてコンベンションビューローについてコンベンションビューローについて

((((1111)))) 赤字赤字赤字赤字のののの原因原因原因原因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)))) ＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢのののの人事体制人事体制人事体制人事体制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。。。。

((((3333)))) ＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢのののの運営内容運営内容運営内容運営内容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。。。。

((((4444)))) ＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢ平良会長平良会長平良会長平良会長とととと知事知事知事知事、、、、副知事副知事副知事副知事とのとのとのとの関係関係関係関係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。。。。

((((5555)))) かりゆしグループとかりゆしグループとかりゆしグループとかりゆしグループと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、ＯＣＶＢ、ＯＣＶＢ、ＯＣＶＢ、ＯＣＶＢのののの関係関係関係関係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。。。。

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
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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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020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　　　　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 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)))) 平成平成平成平成28282828年年年年１１１１月月月月25252525日日日日からからからから27272727日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、米空軍嘉手納基地米空軍嘉手納基地米空軍嘉手納基地米空軍嘉手納基地にににに米米米米アラスカアラスカアラスカアラスカ州州州州よりステルスよりステルスよりステルスよりステルス戦闘戦闘戦闘戦闘
機機機機ＦＦＦＦ22222222ＡＡＡＡラプターラプターラプターラプター14141414機機機機、、、、同同同同じくじくじくじく米米米米アラスカアラスカアラスカアラスカ州州州州アイルソンアイルソンアイルソンアイルソン空軍基地所属空軍基地所属空軍基地所属空軍基地所属ののののＦＦＦＦ16161616戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機12121212機機機機がががが、、、、
事前通知事前通知事前通知事前通知なくなくなくなく相次相次相次相次いでいでいでいで飛来飛来飛来飛来したしたしたした。。。。嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地にににに関関関関してはしてはしてはしては日本政府日本政府日本政府日本政府がががが言言言言うううう、、、、基地基地基地基地のののの整理縮整理縮整理縮整理縮
小小小小によるによるによるによる過重過重過重過重なななな基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減にににに逆行逆行逆行逆行するものでありますするものでありますするものでありますするものであります。。。。米軍外来機米軍外来機米軍外来機米軍外来機のののの嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地へのへのへのへの
暫定配備暫定配備暫定配備暫定配備をををを中止中止中止中止させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、県県県県はははは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でいくかんでいくかんでいくかんでいくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ＦＦＦＦ22222222戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの暫定配備暫定配備暫定配備暫定配備はははは、、、、平成平成平成平成19191919年年年年２２２２月月月月のののの初配備以降初配備以降初配備以降初配備以降９９９９回目回目回目回目、Ｆ、Ｆ、Ｆ、Ｆ16161616戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機、ＦＡ、ＦＡ、ＦＡ、ＦＡ18181818ＥＥＥＥスースースースー
パーホーネットパーホーネットパーホーネットパーホーネット、ＦＡ、ＦＡ、ＦＡ、ＦＡ18181818ホーネットホーネットホーネットホーネット、ＡＶ、ＡＶ、ＡＶ、ＡＶ８８８８ＢＢＢＢハリアーハリアーハリアーハリアー攻撃機攻撃機攻撃機攻撃機をををを含含含含めてめてめてめて約約約約40404040機機機機がががが飛来飛来飛来飛来しておしておしておしてお
りりりり、、、、常常常常駐機駐機駐機駐機とととと混混混混在在在在しししし超超超超過過過過密化密化密化密化のののの危険極危険極危険極危険極まりないまりないまりないまりない状況状況状況状況であるであるであるである。。。。基地基地基地基地周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民はははは、、、、これこれこれこれらのらのらのらの機機機機
体体体体からからからから連日発連日発連日発連日発生生生生するするするする100100100100デデデデシベルをシベルをシベルをシベルを超超超超ええええるるるる騒音騒音騒音騒音、、、、排出排出排出排出ガガガガスによるスによるスによるスによる悪臭悪臭悪臭悪臭被害被害被害被害、、、、さらにはさらにはさらにはさらには部部部部品品品品
落下及落下及落下及落下及びびびび機体機体機体機体墜落墜落墜落墜落事事事事故故故故のののの恐怖恐怖恐怖恐怖とととと不安不安不安不安にさいなまにさいなまにさいなまにさいなまれれれれ続続続続けらけらけらけられれれれていますていますていますています。。。。基地被害基地被害基地被害基地被害をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、
騒音防騒音防騒音防騒音防止協定止協定止協定止協定をををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地のののの騒音騒音騒音騒音軽減軽減軽減軽減をををを確実確実確実確実にににに実施実施実施実施するためにするためにするためにするために、、、、県県県県はどのようはどのようはどのようはどのよう
にににに取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 防音工防音工防音工防音工事事事事のののの平成平成平成平成26262626年年年年・・・・27272727年年年年度度度度のののの当当当当初初初初予算予算予算予算とととと最終予算最終予算最終予算最終予算、、、、件数件数件数件数とととと実績実績実績実績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。。。。そそそそ
してしてしてして平成平成平成平成28282828年年年年度度度度のののの予算予算予算予算とととと件数件数件数件数についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 北谷町北谷町北谷町北谷町米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地跡跡跡跡地地地地でででで発発発発生生生生したしたしたしたダダダダイイイイオキオキオキオキシンシンシンシン問題問題問題問題についてについてについてについて

((((5555)))) 北谷浄北谷浄北谷浄北谷浄水水水水場場場場やややや米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地米軍嘉手納基地周辺周辺周辺周辺のののの河川河川河川河川からからからから残留性有残留性有残留性有残留性有機機機機汚染物汚染物汚染物汚染物ののののフフフフッッッッ素化合物素化合物素化合物素化合物ＰＰＰＰＦＯＦＯＦＯＦＯ
ＳＳＳＳ（（（（ピピピピーホスーホスーホスーホス））））がががが高高高高濃度濃度濃度濃度でででで検出検出検出検出さささされれれれたたたた問題問題問題問題についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 軍港軍港軍港軍港のののの課税課税課税課税問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港はははは復帰復帰復帰復帰前前前前、、、、現現現現在在在在のののの那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港やややや航航航航空空空空自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊那覇基地那覇基地那覇基地那覇基地、、、、陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊那覇駐那覇駐那覇駐那覇駐屯屯屯屯地地地地とととと
軍港軍港軍港軍港がががが「「「「同同同同じじじじ一団一団一団一団のののの基地基地基地基地」」」」だっだっだっだったたたたこここことをとをとをとを把握把握把握把握していますかしていますかしていますかしていますか。。。。またまたまたまた、、、、都都都都市計画市計画市計画市計画がないにもかかがないにもかかがないにもかかがないにもかか
わわわわららららずずずず市市市市がががが軍港軍港軍港軍港をををを市市市市街化区域街化区域街化区域街化区域・・・・準工準工準工準工業地業地業地業地域域域域とととと仮仮仮仮定定定定しししし、、、、課税課税課税課税しているしているしているしている状態状態状態状態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認認認
識識識識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが、、、、那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港をををを市市市市街化区域街化区域街化区域街化区域・・・・準工準工準工準工業地業地業地業地域域域域にににに指指指指定定定定したしたしたしたこここことがとがとがとが影響影響影響影響してしてしてして、、、、那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの固固固固定定定定
資産資産資産資産がががが高高高高いいいいこここことはとはとはとは知知知知っっっっているかているかているかているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの市市市市街化区域街化区域街化区域街化区域・・・・準工準工準工準工業地業地業地業地域域域域にににに基基基基づづづづくくくく理理理理不尽不尽不尽不尽なななな固固固固定定定定資産税資産税資産税資産税についてについてについてについて、、、、709709709709名名名名のののの那那那那
覇軍港地覇軍港地覇軍港地覇軍港地主主主主（（（（市市市市民民民民・・・・県県県県民民民民））））がががが、、、、城城城城間間間間幹幹幹幹子那覇市長子那覇市長子那覇市長子那覇市長にににに是正措置是正措置是正措置是正措置をををを講講講講ずずずずるようるようるようるよう請願請願請願請願をしたをしたをしたをしたこここことととと
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)))) ここここのののの那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの市市市市街化区域街化区域街化区域街化区域・・・・準工準工準工準工業地業地業地業地域指域指域指域指定定定定がががが固固固固定定定定資産税資産税資産税資産税にににに影響影響影響影響するするするする問題問題問題問題はははは、、、、翁翁翁翁長知長知長知長知
事事事事がががが那覇市長時代那覇市長時代那覇市長時代那覇市長時代からのからのからのからの問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事とととと県県県県はははは那覇市那覇市那覇市那覇市とととと話話話話しししし合合合合いをしていをしていをしていをして709709709709名名名名のののの那那那那
覇軍港地覇軍港地覇軍港地覇軍港地主主主主のののの要要要要請請請請にににに応応応応ええええるるるるべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 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についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題はははは早急早急早急早急にににに解決解決解決解決すすすすべきべきべきべき最最最最重要重要重要重要課課課課題題題題であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県のののの支援支援支援支援対策対策対策対策とととと市市市市町村町村町村町村のののの支支支支
援援援援対策対策対策対策のののの状況状況状況状況についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みみみみのののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 学学学学童保育童保育童保育童保育をををを利用利用利用利用ででででききききないないないない待待待待機機機機児童数児童数児童数児童数についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける受受受受けけけけ入入入入れれれれ施施施施設設設設のののの整備整備整備整備とととと学学学学
童童童童をををを希望希望希望希望するするするする児童数児童数児童数児童数のののの推推推推移移移移、、、、待待待待機学機学機学機学童数童数童数童数がががが全国全国全国全国でもでもでもでも高高高高くなくなくなくなっっっったたたた要因等要因等要因等要因等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 就就就就学学学学援助援助援助援助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)))) 生生生生活活活活保護世帯無料塾保護世帯無料塾保護世帯無料塾保護世帯無料塾のののの予算予算予算予算とととと割合割合割合割合、、、、実績実績実績実績、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 貸付貸付貸付貸付制制制制度度度度をををを導入導入導入導入しししし病院窓口病院窓口病院窓口病院窓口でのでのでのでの一時一時一時一時支払支払支払支払いをなくしいをなくしいをなくしいをなくし、、、、現物現物現物現物給給給給付的付的付的付的なななな制制制制度度度度のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにつにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特殊特殊特殊特殊事事事事情情情情にににに起起起起因因因因するするするする市市市市町村国保町村国保町村国保町村国保財政財政財政財政のののの恒常的恒常的恒常的恒常的赤字赤字赤字赤字がががが大大大大ききききなななな課課課課題題題題となとなとなとなっっっっているているているている。。。。
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国保国保国保国保財政財政財政財政健全化健全化健全化健全化にににに向向向向けたけたけたけた課課課課題題題題、、、、国国国国へのへのへのへの働働働働ききききかけについてかけについてかけについてかけについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 中高一中高一中高一中高一貫教育貫教育貫教育貫教育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28282828年年年年度度度度４４４４月月月月からスタートするからスタートするからスタートするからスタートする球陽球陽球陽球陽中学中学中学中学、、、、開邦開邦開邦開邦中学中学中学中学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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 学校学校学校学校からからからから要要要要請請請請のあのあのあのあっっっったたたた１１１１ククククラスからラスからラスからラスから３３３３ククククラスへのラスへのラスへのラスへの要要要要望望望望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 県内県内県内県内社社社社会会会会資資資資本本本本のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 2016201620162016年年年年度度度度のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興予算振興予算振興予算振興予算でででで那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの増増増増設事業費設事業費設事業費設事業費もももも要求要求要求要求どおりどおりどおりどおり認認認認めらめらめらめられれれれたたたた。。。。
埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに伴伴伴伴うううう石材石材石材石材のののの搬入搬入搬入搬入をををを規規規規制制制制するするするする県県県県条例条例条例条例にににに基基基基づきづきづきづき届届届届けけけけ出出出出たがたがたがたが、、、、今後今後今後今後のののの作作作作業業業業のののの進展進展進展進展、、、、
完完完完成時成時成時成時期期期期へのへのへのへの影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港第第第第２２２２滑走路増滑走路増滑走路増滑走路増設事業設事業設事業設事業にににに係係係係るるるる県内業者県内業者県内業者県内業者によるによるによるによる分分分分離離離離分分分分割割割割発発発発注注注注がなさがなさがなさがなされれれれているかているかているかているか。。。。総総総総
予算予算予算予算ととととこれこれこれこれまでのまでのまでのまで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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県発県発県発県発注工注工注工注工事事事事のののの最低最低最低最低制制制制限価格限価格限価格限価格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、、、、県県県県建建建建設業設業設業設業審審審審議会議会議会議会はははは検討結果検討結果検討結果検討結果をををを県県県県にににに答答答答申申申申
したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、そそそそのののの内容内容内容内容とととと県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような結論結論結論結論をををを出出出出すかすかすかすか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局、、、、総合総合総合総合事事事事務局務局務局務局のののの平成平成平成平成26262626年年年年・・・・27272727年年年年度度度度のののの県内業者県内業者県内業者県内業者優先優先優先優先発発発発注注注注、、、、契契契契約約約約のののの受注率受注率受注率受注率につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県内業者県内業者県内業者県内業者育育育育成成成成についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 農林農林農林農林水水水水産振興産振興産振興産振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島県県県県としてのとしてのとしてのとしての本県本県本県本県農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業をををを持続的持続的持続的持続的にににに発発発発展展展展させさせさせさせ、、、、さらにさらにさらにさらに活活活活性化性化性化性化させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、農農農農
林林林林水水水水産産産産でででで生生生生計計計計をををを立立立立てようとてようとてようとてようと意意意意欲欲欲欲にににに燃燃燃燃ええええるるるる若若若若者者者者たたたたちやちやちやちや後後後後継継継継者者者者のののの育育育育成成成成がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。県県県県のののの考考考考
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)))) 県県県県よりよりよりより牛牛牛牛、、、、豚豚豚豚、、、、ヤギヤギヤギヤギにににに対対対対するするするする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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ミミミミーーーーババババイイイイ（（（（ヤヤヤヤイトハタイトハタイトハタイトハタ））））・アカ・アカ・アカ・アカジジジジンのンのンのンの養殖養殖養殖養殖についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 観光観光観光観光振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 観光観光観光観光客客客客1000100010001000万万万万人人人人をををを達達達達成成成成するにはするにはするにはするには国国国国内内内内客客客客のののの大大大大幅幅幅幅なななな増増増増加加加加がががが必必必必要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、国国国国内観光地内観光地内観光地内観光地とのとのとのとの
競競競競合合合合やややや新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光資資資資源源源源のののの開開開開発発発発などなどなどなど、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県観光本県観光本県観光本県観光のののの好好好好調調調調なななな推推推推移移移移をををを支支支支ええええるるるるククククルールールールーズズズズ船船船船のののの2015201520152015年年年年のののの寄寄寄寄港港港港がががが過過過過去去去去最最最最多多多多となとなとなとなっっっったようたようたようたようだだだだ
がががが、、、、本本本本島島島島、、、、離島離島離島離島（（（（石石石石垣垣垣垣・・・・平良港平良港平良港平良港））））におけるにおけるにおけるにおける寄寄寄寄港港港港のののの推推推推移移移移とととと受受受受けけけけ入入入入れれれれ態態態態勢勢勢勢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伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 県外県外県外県外・・・・海海海海外外外外からのからのからのからの観光観光観光観光客客客客のののの増増増増加加加加にににに伴伴伴伴いホテルいホテルいホテルいホテル等等等等宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設不不不不足足足足にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、民民民民泊泊泊泊利利利利
用用用用のののの拡拡拡拡大大大大がががが進進進進めらめらめらめられれれれているているているている。。。。本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける民民民民泊泊泊泊のののの利用状況利用状況利用状況利用状況とととと今後今後今後今後解解解解消消消消すすすすべきべきべきべき課課課課題等題等題等題等につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県におけるホテルにおけるホテルにおけるホテルにおけるホテル等等等等宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設のののの件数件数件数件数（（（（県県県県登録登録登録登録））））とととと、、、、平成平成平成平成26262626年年年年・・・・27272727年年年年・・・・28282828年年年年度予度予度予度予定定定定のののの大大大大型型型型
ホテルホテルホテルホテル等等等等、、、、民民民民宿宿宿宿のののの建建建建築築築築確認確認確認確認がががが出出出出さささされれれれているているているている件数件数件数件数についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

8888 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興策策策策のののの推推推推移移移移についてについてについてについて

((((1111)))) 2016201620162016年年年年度度度度のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興特振興特振興特振興特別別別別推進推進推進推進交交交交付付付付金金金金についてについてについてについて、、、、県県県県とととと市市市市町村町村町村町村とのとのとのとの配分配分配分配分もももも決決決決ままままっっっったがたがたがたが例例例例年年年年
不用不用不用不用額額額額がががが指指指指摘摘摘摘さささされれれれているているているている。。。。不用不用不用不用額額額額をををを圧圧圧圧縮縮縮縮するためするためするためするため市市市市町村町村町村町村にににに求求求求めらめらめらめられれれれるるるる改善改善改善改善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。。。。

((((2222)))) 中中中中城城城城湾湾湾湾港港港港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にににに建建建建設設設設予予予予定定定定ののののＭＩＭＩＭＩＭＩＣＥＣＥＣＥＣＥについてについてについてについて、、、、県県県県はははは４４４４万万万万平平平平方方方方メメメメートルをートルをートルをートルを確保確保確保確保しししし
施施施施設機設機設機設機能能能能及及及及びびびび規規規規模模模模をををを整備整備整備整備するするするする計画計画計画計画をををを決決決決定定定定したがしたがしたがしたが、、、、2020202020202020年年年年度度度度のののの供供供供用開用開用開用開始始始始にににに向向向向けけけけ、、、、周辺周辺周辺周辺アアアアクククク
セセセセスのスのスのスの整備整備整備整備などなどなどなど作作作作業業業業ススススケジケジケジケジュールをュールをュールをュールを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

9999 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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020分分分分 嶺井嶺井嶺井嶺井　　　　　　　　光光光光（（（（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 多様多様多様多様なななな人人人人材材材材のののの育育育育成成成成とととと文文文文化化化化のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 学校学校学校学校教育教育教育教育のののの充充充充実実実実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級のののの全全全全学年学年学年学年へのへのへのへの実施見実施見実施見実施見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 全全全全学年学年学年学年実施実施実施実施にににに向向向向けたけたけたけた施施施施設設設設面面面面のののの整備整備整備整備見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 校校校校舎改築舎改築舎改築舎改築にににに伴伴伴伴うううう補補補補助助助助単単単単価価価価とととと実施実施実施実施単単単単価価価価のののの差額差額差額差額についてについてについてについて他他他他都都都都道道道道府県府県府県府県のののの実態実態実態実態とととと本県本県本県本県のののの状況状況状況状況
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 市市市市町村町村町村町村事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける補補補補助助助助単単単単価価価価とととと実施実施実施実施単単単単価価価価のののの差額差額差額差額をををを県県県県のののの一一一一括交括交括交括交付付付付金金金金でででで財政財政財政財政支援支援支援支援すすすすべきべきべきべき
ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 教教教教室室室室ののののククククーラーーラーーラーーラー設設設設置状況置状況置状況置状況とととと一一一一括交括交括交括交付付付付金金金金活活活活用用用用のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 史史史史跡保跡保跡保跡保存存存存整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 市市市市町村町村町村町村のののの史史史史跡保跡保跡保跡保存存存存のののの財政負担財政負担財政負担財政負担のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 本県本県本県本県のののの城跡城跡城跡城跡はははは、、、、去去去去るるるる大大大大戦戦戦戦ででででほほほほとんどがとんどがとんどがとんどが壊滅壊滅壊滅壊滅状態状態状態状態となとなとなとなっっっったたたた。。。。史史史史跡保跡保跡保跡保存存存存整備整備整備整備はははは戦後戦後戦後戦後処処処処理理理理のののの
一一一一環環環環でででで国国国国がががが財政財政財政財政措置措置措置措置すすすすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 「「「「オオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」はははは、、、、建建建建白書白書白書白書行動行動行動行動をををを発発発発端端端端にににに全全全全政党政党政党政党、、、、全全全全市市市市町村町村町村町村長長長長・・・・議長議長議長議長、、、、議会会派議会会派議会会派議会会派がががが結結結結束束束束をしをしをしをし
てててて実現実現実現実現したものではないかしたものではないかしたものではないかしたものではないか。。。。選挙選挙選挙選挙利用利用利用利用についてについてについてについて知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「県県県県民民民民のののの心心心心ははははひひひひとつとつとつとつ」。」。」。」。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構築構築構築構築するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府はははは、、、、東京東京東京東京一一一一極極極極集集集集中中中中是正是正是正是正策策策策としてとしてとしてとして「「「「地地地地方方方方へのへのへのへの新新新新しいしいしいしい人人人人のののの流流流流れれれれをつくるをつくるをつくるをつくる」」」」としているとしているとしているとしている。。。。政府政府政府政府
機関機関機関機関（（（（永田永田永田永田町町町町）、）、）、）、国国国国際際際際機関機関機関機関のののの沖縄移沖縄移沖縄移沖縄移転転転転をををを求求求求めるめるめるめるこここことをとをとをとを提案提案提案提案しししし所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 観光政策観光政策観光政策観光政策についてについてについてについて

((((1111)))) アアアアジジジジアをアをアをアを見見見見据据据据ええええたたたた国国国国際際際際観光観光観光観光のののの基基基基盤盤盤盤整備整備整備整備としてとしてとしてとして中中中中城城城城湾湾湾湾地地地地区区区区（（（（馬天馬天馬天馬天港等港等港等港等））））におけるにおけるにおけるにおけるククククルールールールーズズズズ船船船船
乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ港整備港整備港整備港整備をををを提案提案提案提案しししし県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) アアアアジジジジアにアにアにアに近近近近いいいい優優優優位位位位性性性性をををを生生生生かすかすかすかす沖縄沖縄沖縄沖縄のリーのリーのリーのリーデデデディィィィングングングング産産産産業業業業としてのとしてのとしてのとしての進化進化進化進化がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。
広広広広大大大大なななな敷敷敷敷地地地地をををを必必必必要要要要とするテーとするテーとするテーとするテーママママパーパーパーパークククク（（（（デデデディズニィズニィズニィズニーリーリーリーリゾゾゾゾートートートート））））をををを米軍米軍米軍米軍返還返還返還返還跡跡跡跡地地地地にににに誘致誘致誘致誘致するするするするここここ
とについてとについてとについてとについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 離島振興離島振興離島振興離島振興、、、、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)))) 本県本県本県本県のののの重要重要重要重要課課課課題題題題であるであるであるである離島振興離島振興離島振興離島振興のののの主主主主なななな施施施施策策策策をををを伺伺伺伺うううう。「。「。「。「島島島島たたたたびびびび助助助助成事業成事業成事業成事業」」」」はどのようなはどのようなはどのようなはどのような効効効効果果果果
をををを期待期待期待期待するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 台風台風台風台風のたのたのたのたびびびびにににに高高高高潮潮潮潮でででで市市市市道奥武道奥武道奥武道奥武一一一一周周周周線線線線をををを通行通行通行通行ででででききききないないないない状況状況状況状況があるがあるがあるがある。。。。奥武漁奥武漁奥武漁奥武漁港港港港のののの突堤突堤突堤突堤によるによるによるによる
潮潮潮潮だだだだまりがまりがまりがまりが原因原因原因原因でありでありでありであり早急早急早急早急のののの対策対策対策対策がががが望望望望ままままれれれれるるるる。。。。対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業協定業協定業協定業協定、、、、日中日中日中日中漁漁漁漁業協定業協定業協定業協定におけるにおけるにおけるにおける違反操違反操違反操違反操業取業取業取業取りりりり締締締締まりまりまりまり強強強強化化化化とととと協定協定協定協定見直見直見直見直しのしのしのしの詳細並詳細並詳細並詳細並びびびび
にににに見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業協議業協議業協議業協議におけるにおけるにおけるにおける漁船漁船漁船漁船間間間間隔隔隔隔のののの確保確保確保確保、、、、漁漁漁漁場場場場のののの拡拡拡拡大大大大はははは本県本県本県本県漁漁漁漁業者業者業者業者のののの安全安全安全安全操操操操業業業業にににに必必必必要要要要
不不不不可欠可欠可欠可欠だだだだ。。。。対応対応対応対応とととと見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ホテル・ホテルホテル・ホテルホテル・ホテルホテル・ホテル制制制制限解限解限解限解除除除除水水水水域域域域でででで、、、、ママママグログログログロ漁漁漁漁、、、、ははははええええ縄縄縄縄漁漁漁漁をするにはさらなるをするにはさらなるをするにはさらなるをするにはさらなる解解解解除拡除拡除拡除拡大大大大がががが必必必必要要要要
であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、浮浮浮浮きききき漁礁漁礁漁礁漁礁、、、、ソソソソデデデデイカイカイカイカ旗流旗流旗流旗流しししし漁漁漁漁法法法法をををを認認認認めていないためめていないためめていないためめていないためほほほほとんどとんどとんどとんど操操操操業業業業のののの実態実態実態実態がながながながな
いいいい。。。。米軍米軍米軍米軍演習演習演習演習区域区域区域区域のののの解解解解除除除除とととと漁漁漁漁法容法容法容法容認認認認についてについてについてについ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とととと見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう

((((4444)))) 県営県営県営県営かんがいかんがいかんがいかんがい排排排排水事業水事業水事業水事業（（（（中中中中山山山山・・・・志堅志堅志堅志堅原地原地原地原地区区区区））））のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況、、、、農農農農業基業基業基業基盤盤盤盤整備整備整備整備促促促促進進進進事業事業事業事業（（（（中中中中山山山山
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地地地地区農区農区農区農業業業業用用排用用排用用排用用排水水水水施施施施設設設設）、）、）、）、農農農農山漁山漁山漁山漁村村村村活活活活性化性化性化性化対策整備事業対策整備事業対策整備事業対策整備事業（（（（百百百百名地名地名地名地区区区区）、）、）、）、県営県営県営県営かんがいかんがいかんがいかんがい排排排排
水事業水事業水事業水事業（（（（雄樋雄樋雄樋雄樋川川川川地地地地区区区区２２２２期期期期分分分分送送送送水水水水ポポポポンプンプンプンプ14141414基基基基））））のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 福祉福祉福祉福祉・・・・保健保健保健保健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)))) 子子子子育育育育てててて支援支援支援支援・・・・貧困対策等貧困対策等貧困対策等貧困対策等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 若若若若いいいい世世世世代代代代がががが安安安安心心心心してしてしてして結結結結婚婚婚婚・・・・出産出産出産出産・・・・子子子子育育育育てでてでてでてでききききるるるる経経経経済済済済的安的安的安的安定定定定をををを構築構築構築構築するするするするこここことについてとについてとについてとについて施施施施策策策策
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭等等等等医療医療医療医療費費費費助助助助成事業成事業成事業成事業のののの自自自自動動動動償還償還償還償還払払払払いはいはいはいは一一一一歩歩歩歩前前前前進進進進だだだだがががが、、、、貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題がががが社社社社会問題会問題会問題会問題とととと
なるなるなるなる中中中中、、、、現物現物現物現物給給給給付付付付によるによるによるによる国保国保国保国保財政財政財政財政へのへのへのへのペナペナペナペナルテルテルテルティィィィーーーー解解解解除除除除のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 無料無料無料無料・・・・低低低低額診療額診療額診療額診療はははは県県県県下下下下ひひひひとしくとしくとしくとしく実施実施実施実施すすすすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。病院病院病院病院やややや診療診療診療診療所所所所
のののの実施実態実施実態実施実態実施実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 準準準準要要要要保護世帯保護世帯保護世帯保護世帯のののの認認認認定基定基定基定基準準準準額額額額、、、、就就就就学学学学援助援助援助援助のののの対対対対象象象象費目費目費目費目のののの市市市市町村町村町村町村間間間間のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 生生生生活活活活保護受保護受保護受保護受給者給者給者給者のののの車車車車保有保有保有保有についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策のののの根根根根本本本本はははは就就就就労形労形労形労形態態態態にありにありにありにあり、、、、非非非非正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用をををを正規化正規化正規化正規化するするするするこここことがとがとがとが重要重要重要重要だだだだ。。。。対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｷｷｷｷ 本県本県本県本県はははは人人人人口増口増口増口増加加加加計画計画計画計画をををを策定策定策定策定しているがしているがしているがしているが、、、、将将将将来人来人来人来人口口口口のののの推推推推計計計計見見見見通通通通しとしとしとしと減減減減少少少少対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 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)))) 南南南南部部部部東道東道東道東道路路路路のののの用用用用地地地地交渉交渉交渉交渉進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと完完完完成成成成までのまでのまでのまでの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県道糸満与道糸満与道糸満与道糸満与那原那原那原那原線線線線はははは糸満糸満糸満糸満工工工工業団地業団地業団地業団地、、、、うるまうるまうるまうるま市市市市特特特特別別別別自自自自由貿易由貿易由貿易由貿易地地地地域域域域をををを結結結結ぶぶぶぶ幹幹幹幹線線線線であるであるであるである。。。。４４４４車車車車
線線線線化化化化改改改改良良良良並並並並びびびびにににに与与与与那原那原那原那原警察署警察署警察署警察署前前前前のののの十十十十字字字字路路路路交差点交差点交差点交差点へへへへ改改改改良整備良整備良整備良整備をををを提案提案提案提案しししし見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 大大大大型型型型ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＥＣＥＣＥＣＥをををを核核核核としたとしたとしたとした国国国国・・・・県県県県道道道道のののの整備整備整備整備とととと軌道系交軌道系交軌道系交軌道系交通政策通政策通政策通政策についてについてについてについて方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 運運運運玉森玉森玉森玉森付付付付近近近近からからからから流流流流入入入入するするするする土土土土やややや泥泥泥泥でででで東浜東浜東浜東浜地地地地区区区区のののの排排排排水水水水路路路路のののの汚汚汚汚れれれれがががが指指指指摘摘摘摘さささされれれれているているているている。。。。水水水水路開路開路開路開
発発発発をををを含含含含めてめてめてめて海海海海水水水水汚染汚染汚染汚染のののの対策対策対策対策をすをすをすをすべきべきべきべきではないかではないかではないかではないか、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 住住住住宅宅宅宅供給供給供給供給公公公公社社社社によるによるによるによる大大大大里嶺井里嶺井里嶺井里嶺井団地団地団地団地建建建建替替替替事業事業事業事業のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 中中中中城城城城湾南湾南湾南湾南部部部部流流流流域下域下域下域下水水水水道道道道へのへのへのへの大大大大里里里里地地地地区区区区のののの編編編編入入入入についてについてについてについて県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 県県県県道道道道507507507507号線東風号線東風号線東風号線東風平平平平３３３３差差差差路路路路のののの十十十十字字字字路化路化路化路化並並並並びびびびにににに具志頭交差点具志頭交差点具志頭交差点具志頭交差点までのまでのまでのまでの事業事業事業事業見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 八八八八重重重重瀬瀬瀬瀬町町町町、、、、南南南南城城城城市市市市からからからから南斎南斎南斎南斎場場場場、、、、空手会空手会空手会空手会館館館館へのアへのアへのアへのアククククセセセセスススス道道道道路路路路のののの整備整備整備整備方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) はしはしはしはしごごごご道道道道路路路路整備整備整備整備のののの一一一一環環環環でででで南南南南部部部部東道東道東道東道路大路大路大路大里東里東里東里東インターからインターからインターからインターから八八八八重重重重瀬瀬瀬瀬、、、、糸満糸満糸満糸満へのへのへのへの利利利利便便便便性向上性向上性向上性向上
をををを図図図図るるるるべべべべくくくく県県県県道道道道17171717号線号線号線号線へのへのへのへの道道道道路路路路整備整備整備整備をををを提案提案提案提案しししし見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))総合総合総合総合評評評評価価価価方式方式方式方式にににに係係係係るるるる地地地地域域域域精精精精通通通通度及度及度及度及びびびび地地地地域域域域貢献貢献貢献貢献度度度度のののの配配配配点点点点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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020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　　　　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（（（（所所所所信信信信表表表表明明明明））））

((((1111)))) 普天普天普天普天間飛行間飛行間飛行間飛行場場場場のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運運運運用用用用停停停停止止止止をををを含含含含めためためためた危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去についてについてについてについて政府政府政府政府にににに求求求求めるめるめるめる。。。。((((調調調調
整整整整しししし))))とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、５５５５年以内年以内年以内年以内のののの期限期限期限期限とととと実現実現実現実現可能可能可能可能なななな具具具具体体体体的的的的なななな方方方方策策策策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うううう。。。。

((((2222)))) ワシントンワシントンワシントンワシントンＤＤＤＤＣＣＣＣのののの駐在員駐在員駐在員駐在員をををを活活活活用用用用したしたしたした、、、、情情情情報収集報収集報収集報収集実績実績実績実績とととと現現現現在在在在のののの駐在員駐在員駐在員駐在員のののの主主主主なななな活動内容活動内容活動内容活動内容につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 社社社社会会会会資資資資本本本本・・・・産産産産業基業基業基業基盤盤盤盤整備整備整備整備についてについてについてについて((((所所所所信信信信表表表表明明明明))))

((((1111)))) 本部港本部港本部港本部港についてについてについてについて、「、「、「、「物物物物流流流流、、、、人人人人流流流流機機機機能能能能のののの更更更更なるなるなるなる向上向上向上向上をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、大大大大型型型型ククククルールールールーズズズズ船船船船にににに対応対応対応対応
するするするする岸壁岸壁岸壁岸壁等等等等のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進しますしますしますします。」。」。」。」のののの具具具具体体体体的的的的なななな整備内容整備内容整備内容整備内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて（（（（所所所所信信信信表表表表明明明明））））

((((1111)))) 農林農林農林農林水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて、「、「、「、「アアアアジジジジアなどへのアなどへのアなどへのアなどへの海海海海外外外外輸輸輸輸出出出出、、、、販販販販路開路開路開路開拓拓拓拓にににに積積積積極的極的極的極的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ
ますますますます。」。」。」。」のののの具具具具体体体体的的的的なななな方方方方法法法法をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 水水水水産産産産業業業業についてについてについてについて、「、「、「、「漁具漁具漁具漁具等等等等のののの漁漁漁漁業業業業経経経経費費費費のののの支援支援支援支援等等等等をををを実施実施実施実施しししし、、、、漁漁漁漁業業業業就就就就業者業者業者業者のののの確保確保確保確保・・・・育育育育成成成成にににに取取取取
りりりり組組組組みみみみますますますます。」。」。」。」とあるとあるとあるとある。。。。実態実態実態実態とととと実績実績実績実績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) 本部港本部港本部港本部港のののの立体駐立体駐立体駐立体駐車車車車場建場建場建場建設設設設についてについてについてについて、、、、これこれこれこれまでのまでのまでのまでの経緯経緯経緯経緯とととと進捗進捗進捗進捗、、、、土木土木土木土木建建建建築築築築部部部部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。。。。

((((2222)))) 伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋空港整備空港整備空港整備空港整備のののの進捗進捗進捗進捗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 環境環境環境環境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)))) 世世世世界界界界自自自自然遺然遺然遺然遺産産産産登録登録登録登録にににに向向向向けけけけ、、、、進捗進捗進捗進捗とととと課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国立立立立自自自自然史博然史博然史博然史博物物物物館館館館のののの誘致誘致誘致誘致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)))) 「「「「緑緑緑緑化施化施化施化施策策策策をををを充充充充実実実実しししし、、、、全島全島全島全島緑緑緑緑化化化化をををを推進推進推進推進しますしますしますします。」（。」（。」（。」（所所所所信信信信表表表表明明明明））））についてについてについてについて、、、、具具具具体体体体的的的的なななな方方方方策策策策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

6666 医療福祉医療福祉医療福祉医療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)))) 所所所所信信信信表表表表明明明明でででで北北北北部地部地部地部地域域域域医療医療医療医療についてについてについてについて大大大大ききききくくくく変変変変化化化化しているしているしているしている。。。。変変変変わっわっわっわったたたた理理理理由由由由をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 北北北北部地部地部地部地域域域域のののの基基基基幹病院幹病院幹病院幹病院構想構想構想構想についてについてについてについて、、、、地地地地域域域域医療構想研究医療構想研究医療構想研究医療構想研究会会会会でのでのでのでの議議議議論論論論をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020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 国国国国立立立立自自自自然博然博然博然博物物物物館館館館建建建建設設設設誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて
　　　　離島振興離島振興離島振興離島振興のかなめとなるのかなめとなるのかなめとなるのかなめとなる国国国国立立立立自自自自然博然博然博然博物物物物館誘致館誘致館誘致館誘致についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを賜賜賜賜りたいりたいりたいりたい。。。。

2222 地地地地方公方公方公方公営営営営企企企企業法業法業法業法についてについてについてについて
　　　　管管管管理者理者理者理者のののの選選選選任任任任及及及及びびびび身身身身分分分分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御説明御説明御説明御説明願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 木木木木くくくくずやずやずやずや漂流漂流漂流漂流物物物物処処処処理問題理問題理問題理問題についてについてについてについて
　　　　離島離島離島離島のののの焼却焼却焼却焼却施施施施設設設設のののの実態実態実態実態、、、、課課課課題題題題、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについておについておについておについてお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。

4444 山山山山羊羊羊羊生産振興生産振興生産振興生産振興対策事業対策事業対策事業対策事業としてのとしてのとしてのとしての共共共共済済済済制制制制度導入度導入度導入度導入についてについてについてについて
　　　　共共共共済済済済制制制制度導入度導入度導入度導入にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの対応対応対応対応をおをおをおをお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。

5555 与与与与那那那那国国国国久久久久部良部良部良部良漁漁漁漁港整備事業港整備事業港整備事業港整備事業についてについてについてについて
　　　　自自自自家家家家発発発発電電電電機設機設機設機設置及置及置及置及びびびび揚揚揚揚げげげげ場場場場のののの増増増増設設設設、、、、巻巻巻巻きききき上上上上げげげげ機機機機のののの増増増増強強強強、、、、浮浮浮浮きききき桟橋桟橋桟橋桟橋のののの設設設設置置置置、、、、港港港港湾湾湾湾内内内内防護防護防護防護柵柵柵柵
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具具具具体体体体的的的的なななな支援支援支援支援策策策策をををを御説明御説明御説明御説明願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 離島離島離島離島のののの港港港港におけるにおけるにおけるにおける荷荷荷荷ささささばばばばきききき場建場建場建場建設設設設についてについてについてについて
　取　取　取　取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて御説明御説明御説明御説明願願願願いますいますいますいます。。。。

7777 竹富竹富竹富竹富町町町町西西西西表表表表島上島上島上島上原地原地原地原地区区区区のののの駐在所駐在所駐在所駐在所建建建建てかてかてかてかええええ移移移移転転転転についてについてについてについて
　県　県　県　県当局当局当局当局のおのおのおのお考考考考ええええをおをおをおを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。。。。

8888 石石石石垣垣垣垣島島島島におけるにおけるにおけるにおける不不不不発発発発弾弾弾弾保保保保管管管管庫庫庫庫のののの現状現状現状現状についてについてについてについて
　　　　現状及現状及現状及現状及びびびび今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて御説明御説明御説明御説明願願願願いますいますいますいます。。。。

9999 土土土土地地地地改改改改良良良良区区区区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
　　　　新新新新年年年年度度度度のののの実施実施実施実施箇箇箇箇所所所所及及及及びびびび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御説明御説明御説明御説明願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

10101010 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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((金金金金))))

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 20202020分分分分 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（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 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 市市市市街街街街地地地地のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にありにありにありにあり、、、、非非非非常常常常にににに危険危険危険危険なななな状態状態状態状態でででで70707070年間年間年間年間もももも脅脅脅脅かさかさかさかされれれれ続続続続けているけているけているけている９９９９万万万万5000500050005000宜宜宜宜
野野野野湾湾湾湾市市市市民民民民のののの命命命命とととと安全安全安全安全をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、翁翁翁翁長県政長県政長県政長県政はははは解決解決解決解決にににに向向向向けてけてけてけて何何何何をどのようにをどのようにをどのようにをどのように取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでい
るかるかるかるか、、、、具具具具体体体体的的的的にににに伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 基地基地基地基地のののの過重負担過重負担過重負担過重負担のののの解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた、、、、県県県県のののの全全全全体計画体計画体計画体計画とととと現現現現在取在取在取在取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる実績実績実績実績、、、、成成成成果果果果等等等等につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 普天普天普天普天間飛行間飛行間飛行間飛行場場場場負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減推進推進推進推進会議会議会議会議ののののこれこれこれこれまでのまでのまでのまで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)))) 辺辺辺辺野古野古野古野古地地地地域域域域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、、、、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確認把握確認把握確認把握確認把握をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

2222 西西西西普天普天普天普天間間間間住住住住宅宅宅宅地地地地区区区区のののの返還返還返還返還跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用計画計画計画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

((((1111)))) 人人人人のののの命命命命をををを救救救救うううう重重重重粒粒粒粒子子子子線治療線治療線治療線治療施施施施設設設設のののの計画計画計画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

3333 障障障障害者害者害者害者にもにもにもにもわわわわかりかりかりかりややややすいすいすいすい徹底徹底徹底徹底したしたしたした災災災災害害害害避難避難避難避難にににに向向向向けたけたけたけた優優優優しいましいましいましいまちづちづちづちづくりについてくりについてくりについてくりについて

4444 １１１１月月月月24242424日日日日にににに行行行行われわれわれわれたたたた宜野宜野宜野宜野湾湾湾湾市長市長市長市長選挙選挙選挙選挙についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの支援支援支援支援するするするする候候候候補者補者補者補者はははは約約約約6000600060006000票票票票ものものものもの差差差差をつけらをつけらをつけらをつけられれれれたたたた結果結果結果結果となとなとなとなっっっったがたがたがたが、、、、知事知事知事知事はどのようにはどのようにはどのようにはどのように
そそそそのののの結果結果結果結果をををを受受受受けとめるかけとめるかけとめるかけとめるか。。。。

((((2222)))) 事前運動事前運動事前運動事前運動からからからから選挙選挙選挙選挙運動運動運動運動までさままでさままでさままでさまざざざざまなまなまなまな運動運動運動運動がががが多多多多々々々々ああああっっっったがたがたがたが、、、、知事知事知事知事はどのようにはどのようにはどのようにはどのように認識認識認識認識をしてをしてをしてをして
いるかいるかいるかいるか。。。。

5555 沖縄県赤沖縄県赤沖縄県赤沖縄県赤土土土土等等等等流流流流出防出防出防出防止止止止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)))) 現状現状現状現状ととととこれこれこれこれまでのまでのまでのまでの取取取取りりりり組組組組みみみみ方方方方についてについてについてについて

6666 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


