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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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ９９９９・・・・９９９９オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに反対反対反対反対するするするする県民大会県民大会県民大会県民大会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評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事不参加知事不参加知事不参加知事不参加のののの真意真意真意真意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 2010201020102010年年年年４４４４・・・・25252525普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの県内移設反対県民大会県内移設反対県民大会県内移設反対県民大会県内移設反対県民大会にはにはにはには参加参加参加参加したしたしたした、、、、整合性整合性整合性整合性をををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの強行配備姿勢強行配備姿勢強行配備姿勢強行配備姿勢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。。。。

ｵｵｵｵ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備阻止配備阻止配備阻止配備阻止にににに向向向向けたけたけたけた、、、、今後今後今後今後のののの知事知事知事知事のののの対応案対応案対応案対応案をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米についてについてについてについて概要概要概要概要のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((3333)))) 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日本日本日本日本、、、、中国中国中国中国のののの対立対立対立対立がががが先鋭化先鋭化先鋭化先鋭化しているしているしているしている。。。。尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島はははは我我我我がががが国国国国のののの領土領土領土領土でありでありでありであり石垣市石垣市石垣市石垣市のののの行政区行政区行政区行政区
域域域域であることはであることはであることはであることは明白明白明白明白であるがであるがであるがであるが、、、、軍事的緊張軍事的緊張軍事的緊張軍事的緊張をををを高高高高めることではなくめることではなくめることではなくめることではなく平和的解決平和的解決平和的解決平和的解決とととと活用活用活用活用にににに徹徹徹徹
すべきすべきすべきすべき、、、、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。。。。

ｲｲｲｲ 尖閣諸島問題解決尖閣諸島問題解決尖閣諸島問題解決尖閣諸島問題解決にににに向向向向けけけけ、、、、知事知事知事知事はははは政府政府政府政府にどのようなにどのようなにどのようなにどのような対応案対応案対応案対応案をををを求求求求めたかめたかめたかめたか。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画実施計画実施計画実施計画についてについてについてについて

((((1111)))) ５５５５年後年後年後年後、、、、10101010年後年後年後年後のののの成果指標成果指標成果指標成果指標をををを数値設定数値設定数値設定数値設定したしたしたした根拠根拠根拠根拠のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 施策評価施策評価施策評価施策評価とととと実績公表実績公表実績公表実績公表のののの手法手法手法手法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)))) 市町村市町村市町村市町村のののの施策推進施策推進施策推進施策推進がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが連帯連帯連帯連帯のののの構築構築構築構築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 新新新新たなたなたなたな沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 12121212年度市町村分年度市町村分年度市町村分年度市町村分のののの制度活用制度活用制度活用制度活用についてのについてのについてのについての問題点問題点問題点問題点はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 12121212年度事業執行年度事業執行年度事業執行年度事業執行のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 13131313年度年度年度年度のののの事業効果事業効果事業効果事業効果にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制はははは万全万全万全万全かかかか。。。。

((((2222)))) 鉄軌道導入課題検討基礎調査費鉄軌道導入課題検討基礎調査費鉄軌道導入課題検討基礎調査費鉄軌道導入課題検討基礎調査費についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 13131313年度事業年度事業年度事業年度事業のののの概要説明概要説明概要説明概要説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

ｲｲｲｲ 調査事業調査事業調査事業調査事業はははは４４４４年目年目年目年目にににに入入入入るがるがるがるが今後今後今後今後のののの事業着手計画事業着手計画事業着手計画事業着手計画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)))) 那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事業事業事業事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

ｲｲｲｲ 財源財源財源財源のののの確保確保確保確保がががが不透明不透明不透明不透明とととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが要求実現要求実現要求実現要求実現のめどについてのめどについてのめどについてのめどについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 文化発信交流拠点文化発信交流拠点文化発信交流拠点文化発信交流拠点（（（（県立郷土芸能会館県立郷土芸能会館県立郷土芸能会館県立郷土芸能会館））））整備事業整備事業整備事業整備事業についてについてについてについて

((((1111)))) 検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会はははは新設新設新設新設せずせずせずせず結論結論結論結論づけたがづけたがづけたがづけたが何何何何がががが問題点問題点問題点問題点かかかか説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 国立劇場国立劇場国立劇場国立劇場おきなわをおきなわをおきなわをおきなわを中心中心中心中心とするとするとするとする周辺機能整備周辺機能整備周辺機能整備周辺機能整備をををを進進進進めるとしているがめるとしているがめるとしているがめるとしているが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな説明説明説明説明をををを求求求求
めるめるめるめる。。。。

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)))) 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題でででで中国観光旅行客中国観光旅行客中国観光旅行客中国観光旅行客ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルについてについてについてについて

ｱｱｱｱ キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル総人数総人数総人数総人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。。。。
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ｲｲｲｲ キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルによるによるによるによる経済損失経済損失経済損失経済損失についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 今後今後今後今後のののの対応策対応策対応策対応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)))) 新観光地形成新観光地形成新観光地形成新観光地形成・・・・促進制度促進制度促進制度促進制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 旧制度旧制度旧制度旧制度（（（（観光振興地域制度観光振興地域制度観光振興地域制度観光振興地域制度））））とのとのとのとの相違点相違点相違点相違点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 旧制度旧制度旧制度旧制度のののの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うううう。。。。

ｳｳｳｳ 新制度新制度新制度新制度ではではではでは全県域指定全県域指定全県域指定全県域指定となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、効果予測効果予測効果予測効果予測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 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)))) 日本日本日本日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興センターセンターセンターセンターのへきのへきのへきのへき地給食支援事業打地給食支援事業打地給食支援事業打地給食支援事業打ちちちち切切切切りについてりについてりについてりについて対応等対応等対応等対応等をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの学校校舎等学校校舎等学校校舎等学校校舎等のののの耐震性問題耐震性問題耐震性問題耐震性問題についてについてについてについて実情実情実情実情とととと対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

7777 沖縄赤瓦沖縄赤瓦沖縄赤瓦沖縄赤瓦のののの使用促進助成金制度創出使用促進助成金制度創出使用促進助成金制度創出使用促進助成金制度創出についてについてについてについて対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

8888 土木行政土木行政土木行政土木行政についてについてについてについて

((((1111)))) 与那原海岸与那原海岸与那原海岸与那原海岸のののの既設護岸整備計画既設護岸整備計画既設護岸整備計画既設護岸整備計画についてについてについてについて現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県道糸満県道糸満県道糸満県道糸満・・・・与那原線与那原線与那原線与那原線のののの浸水被害対策浸水被害対策浸水被害対策浸水被害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。。。。
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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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 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 安全保障政策安全保障政策安全保障政策安全保障政策とととと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)))) 地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課のののの設置後設置後設置後設置後のののの事業成果事業成果事業成果事業成果とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクのののの活用方法活用方法活用方法活用方法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)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる日中日中日中日中、、、、日台日台日台日台のののの対立対立対立対立はははは本県本県本県本県にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響をををを及及及及ぼすとぼすとぼすとぼすと予想予想予想予想されるかされるかされるかされるか。。。。

2222 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー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

((((1111)))) （（（（全国全国全国全国にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて））））離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーでででで自給自給自給自給できるできるできるできる「「「「スマートスマートスマートスマート・・・・アイランドアイランドアイランドアイランド」」」」
をををを手手手手がけるべきではないかがけるべきではないかがけるべきではないかがけるべきではないか。。。。

((((2222)))) 海洋温度差発電海洋温度差発電海洋温度差発電海洋温度差発電のののの実証事業進実証事業進実証事業進実証事業進とととと海洋海洋海洋海洋エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを活用活用活用活用したしたしたした事業事業事業事業のののの実施実施実施実施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)))) 海洋深層水研究施設海洋深層水研究施設海洋深層水研究施設海洋深層水研究施設のののの今後今後今後今後のののの運営体制運営体制運営体制運営体制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 文化振興文化振興文化振興文化振興についてについてについてについて

((((1111)))) 文化文化文化文化のののの産業化産業化産業化産業化とととと文化資源文化資源文化資源文化資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしについてこしについてこしについてこしについて

ｱｱｱｱ ここここここここ数年数年数年数年、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ではではではでは文化文化文化文化のののの産業化及産業化及産業化及産業化及びびびび文化観光文化観光文化観光文化観光にににに力力力力をををを入入入入れているがれているがれているがれているが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの成成成成
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。。。。

ｲｲｲｲ 今年度今年度今年度今年度のののの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを使使使使ってってってって進進進進めているめているめているめている県県県県のののの事業事業事業事業とととと予算額及予算額及予算額及予算額及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状
況況況況についてについてについてについて

ｳｳｳｳ そもそもそもそもそもそもそもそも産業化産業化産業化産業化のののの見通見通見通見通しがしがしがしが立立立立たないたないたないたない文化資源文化資源文化資源文化資源のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしがこしがこしがこしが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。今年度今年度今年度今年度のののの
県県県県のののの予算額予算額予算額予算額とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ姿勢姿勢姿勢姿勢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)))) 沖縄芸能沖縄芸能沖縄芸能沖縄芸能についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場のののの進進進進についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 沖縄芸能芝居小屋沖縄芸能芝居小屋沖縄芸能芝居小屋沖縄芸能芝居小屋（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

4444 金融特区金融特区金融特区金融特区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ＪＪＪＪ――――ＡｄｖｉｓｅｒＡｄｖｉｓｅｒＡｄｖｉｓｅｒＡｄｖｉｓｅｒがががが設立設立設立設立されたがされたがされたがされたが、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、東京東京東京東京プロマーケットプロマーケットプロマーケットプロマーケットへのへのへのへの上場上場上場上場をををを何社見込何社見込何社見込何社見込んでんでんでんで
いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。

((((2222)))) 東京東京東京東京プロマーケットプロマーケットプロマーケットプロマーケットをををを成功成功成功成功させるさせるさせるさせる上上上上でもでもでもでも、、、、参入条件参入条件参入条件参入条件のののの緩和緩和緩和緩和をををを国国国国にににに求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((3333)))) 金融特区金融特区金融特区金融特区のののの成功成功成功成功にににに向向向向けてけてけてけて名護市名護市名護市名護市とととと県県県県のののの今日今日今日今日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とそのみとそのみとそのみとその成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についてについてについてについて

((((1111)))) 事後検証事後検証事後検証事後検証をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たりたりたりたり、、、、県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村ととととワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループをつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないか。。。。

((((2222)))) 県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村のののの検証機関以外検証機関以外検証機関以外検証機関以外にににに第三第三第三第三のののの検証機関検証機関検証機関検証機関をつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないか。。。。
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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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 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 これまでのこれまでのこれまでのこれまでの沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算とととと今年度予算今年度予算今年度予算今年度予算のののの評価評価評価評価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２２２２年年年年からことしまでのからことしまでのからことしまでのからことしまでの予算予算予算予算のののの推移推移推移推移とそのとそのとそのとその評価評価評価評価。。。。

((((2222)))) 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画におけるにおけるにおけるにおける新制度新制度新制度新制度のののの評価評価評価評価。。。。

((((3333)))) 第第第第５５５５次振興計画次振興計画次振興計画次振興計画におけるにおけるにおけるにおける公共公共公共公共インフラインフラインフラインフラのののの整備整備整備整備とはとはとはとは。。。。

2222 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画におけることしのにおけることしのにおけることしのにおけることしの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの関係関係関係関係。。。。

((((2222)))) 来年来年来年来年にににに向向向向かってのかってのかってのかっての一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの方向性方向性方向性方向性。。。。

3333 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地とととと沖縄沖縄沖縄沖縄についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの沖縄配備沖縄配備沖縄配備沖縄配備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県民大会県民大会県民大会県民大会のののの評価評価評価評価についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 県民大会県民大会県民大会県民大会のののの知事知事知事知事のののの欠席欠席欠席欠席とそのとそのとそのとその思思思思いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 大会欠席大会欠席大会欠席大会欠席のののの全体全体全体全体にににに対対対対するするするする影響影響影響影響についてについてについてについて

ｴｴｴｴ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備阻止配備阻止配備阻止配備阻止にににに向向向向けてのけてのけてのけての戦略戦略戦略戦略。。。。

((((2222)))) 米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還プログラムプログラムプログラムプログラムについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米協議日米協議日米協議日米協議におけるにおけるにおけるにおける米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還のののの予定予定予定予定。。。。

4444 21212121世紀沖縄世紀沖縄世紀沖縄世紀沖縄ビジョンビジョンビジョンビジョン

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ビジョンビジョンビジョンビジョンにおけるにおけるにおけるにおける行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革

ｱｱｱｱ 行財政改革達成後行財政改革達成後行財政改革達成後行財政改革達成後のののの行政行政行政行政にににに大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

5555 台風台風台風台風16161616号号号号のののの被害状況被害状況被害状況被害状況とそのとそのとそのとその復興復興復興復興についてについてについてについて

6666 久米島町久米島町久米島町久米島町におけるにおけるにおけるにおける海洋深層水海洋深層水海洋深層水海洋深層水のののの活用状況活用状況活用状況活用状況についてについてについてについて

7777 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院のののの医療体制医療体制医療体制医療体制についてについてについてについて

((((1111)))) 救急病院救急病院救急病院救急病院のののの体制体制体制体制とそのとそのとそのとその設備設備設備設備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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 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 平成平成平成平成25252525年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求についてについてについてについて

((((1111)))) 次年度次年度次年度次年度のののの概算要求概算要求概算要求概算要求3045304530453045億円億円億円億円はははは評価評価評価評価すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事のののの現政権現政権現政権現政権へのへのへのへの評価評価評価評価とととと今後今後今後今後のののの対対対対
策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業のののの新設新設新設新設についてこれからのについてこれからのについてこれからのについてこれからの展開展開展開展開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 鉄軌道等導入課題検討基礎調査鉄軌道等導入課題検討基礎調査鉄軌道等導入課題検討基礎調査鉄軌道等導入課題検討基礎調査のののの進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 那覇港那覇港那覇港那覇港・・・・石垣港石垣港石垣港石垣港におけるにおけるにおけるにおける旅客船旅客船旅客船旅客船バースバースバースバースなどのなどのなどのなど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うううう。。。。

((((5555)))) 沖縄自動車道高速料金沖縄自動車道高速料金沖縄自動車道高速料金沖縄自動車道高速料金はははは、、、、渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和やややや北部振興北部振興北部振興北部振興のののの観点観点観点観点からもからもからもからも低減化低減化低減化低減化がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 新新新新たなたなたなたな計画計画計画計画についてについてについてについて

((((1111)))) 振興特別推進交付金振興特別推進交付金振興特別推進交付金振興特別推進交付金についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 振興特別推進交付金振興特別推進交付金振興特別推進交付金振興特別推進交付金のののの使途使途使途使途のののの検証検証検証検証やややや財政負担財政負担財政負担財政負担などなどなどなど、、、、次年度次年度次年度次年度にににに向向向向けてのけてのけてのけての改善点改善点改善点改善点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの改築改築改築改築にににに向向向向けてのけてのけてのけての進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業はははは、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成のののの観点観点観点観点からからからから最最最最もももも重要重要重要重要なななな施策施策施策施策であるがであるがであるがであるが進進進進をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中小企業中小企業中小企業中小企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 中小企業支援中小企業支援中小企業支援中小企業支援のためののためののためののための「「「「借換資金借換資金借換資金借換資金のののの創設創設創設創設」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 物流業務物流業務物流業務物流業務のののの一元化一元化一元化一元化したしたしたした「「「「県貿易公社県貿易公社県貿易公社県貿易公社」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））のののの設置設置設置設置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)))) 観光観光観光観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形成形成形成形成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県内中小県内中小県内中小県内中小ホテルホテルホテルホテルはははは、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災やややや中国中国中国中国からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客のののの対応対応対応対応などでなどでなどでなどで苦慮苦慮苦慮苦慮しているようしているようしているようしているよう
だがだがだがだが支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 海外戦略事業等海外戦略事業等海外戦略事業等海外戦略事業等でででで多多多多くのくのくのくの委託委託委託委託をををを受受受受けているけているけているけているコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローのののの一般財団法人化一般財団法人化一般財団法人化一般財団法人化
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。。。。

((((4444)))) 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業のののの事務的事務的事務的事務的システムシステムシステムシステム構築構築構築構築についてについてについてについて、、、、進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ 担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成・・・・確保及確保及確保及確保及びびびび耕作放棄地対策耕作放棄地対策耕作放棄地対策耕作放棄地対策はははは重要重要重要重要なななな施策施策施策施策であるがであるがであるがであるが進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 飼料高騰等飼料高騰等飼料高騰等飼料高騰等でででで県内畜産農家県内畜産農家県内畜産農家県内畜産農家はははは危機的状況危機的状況危機的状況危機的状況であるがであるがであるがであるが、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題についてについてについてについて

((((1111)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの見解見解見解見解とととと「「「「平和的平和的平和的平和的なななな解決解決解決解決」」」」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)))) 沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済へのへのへのへの影響影響影響影響とととと周辺地域漁業周辺地域漁業周辺地域漁業周辺地域漁業へのへのへのへの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 地域安全対策課地域安全対策課地域安全対策課地域安全対策課のののの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。。。。
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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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 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 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 町村町村町村町村のののの行政執行行政執行行政執行行政執行とととと一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のありのありのありのあり方方方方

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの伝統伝統伝統伝統スポーツスポーツスポーツスポーツのありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄とととと空手道空手道空手道空手道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。。。。

3333 米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還プログラムプログラムプログラムプログラムについてについてについてについて

((((1111)))) 米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（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 脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症
　　　　昨年昨年昨年昨年のののの９９９９月議会月議会月議会月議会でででで「「「「脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症」」」」についてについてについてについて質問質問質問質問しましたしましたしましたしました。。。。そのそのそのその後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、進進進進状状状状
況況況況についてについてについてについて改改改改めてめてめてめて質問質問質問質問しますしますしますします。。。。

((((1111)))) 県内公立病院県内公立病院県内公立病院県内公立病院においてにおいてにおいてにおいて先進医療先進医療先進医療先進医療のののの申請申請申請申請とととと診療診療診療診療のののの開始開始開始開始。。。。

((((2222)))) 県主催県主催県主催県主催でででで専門医専門医専門医専門医をををを招招招招きききき勉強会勉強会勉強会勉強会のののの開催及開催及開催及開催及びびびび患者救済患者救済患者救済患者救済のためののためののためののための意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを実施実施実施実施。。。。

((((3333)))) 県内全医療施設県内全医療施設県内全医療施設県内全医療施設へのへのへのへの、、、、第第第第７０７０７０７０回脳神経外科学会総会回脳神経外科学会総会回脳神経外科学会総会回脳神経外科学会総会でででで発表発表発表発表のののの診断基準診断基準診断基準診断基準のののの啓発及啓発及啓発及啓発及びびびび案案案案
内内内内。。。。

((((4444)))) 専門専門専門専門のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの設置及設置及設置及設置及びびびび就業支援就業支援就業支援就業支援・・・・生活支援生活支援生活支援生活支援のののの確立確立確立確立。。。。

((((5555)))) 子供脳脊髄液減少症子供脳脊髄液減少症子供脳脊髄液減少症子供脳脊髄液減少症のののの実態調査及実態調査及実態調査及実態調査及びびびび保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発。。。。

2222 脊損脊損脊損脊損センターセンターセンターセンター誘致誘致誘致誘致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

((((1111)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける脊髄損傷患者脊髄損傷患者脊髄損傷患者脊髄損傷患者のののの実態実態実態実態（（（（患者数患者数患者数患者数、、、、年間年間年間年間のののの発生数発生数発生数発生数、、、、治療実態治療実態治療実態治療実態））））についてについてについてについて把握把握把握把握しししし
ているかているかているかているか。。。。

((((2222)))) 患者患者患者患者ののののリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション、、、、社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰へのへのへのへの支援体制支援体制支援体制支援体制のののの目標目標目標目標としてとしてとしてとして、、、、総合総合総合総合リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション
センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備をををを進進進進めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((3333)))) ７７７７月月月月24242424日日日日のののの参院予算委員会参院予算委員会参院予算委員会参院予算委員会においてにおいてにおいてにおいて野田総理野田総理野田総理野田総理はははは、、、、患者患者患者患者のののの急性期急性期急性期急性期からからからからリハビリリハビリリハビリリハビリ、、、、社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰
までまでまでまで切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない医療医療医療医療がががが受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ともともともとも連携連携連携連携しししし、、、、体制整備体制整備体制整備体制整備をををを検討検討検討検討しますとしますとしますとしますと答弁答弁答弁答弁
していますしていますしていますしています。。。。県県県県はははは、、、、このことについてどのようにこのことについてどのようにこのことについてどのようにこのことについてどのように対応対応対応対応しますかしますかしますかしますか。。。。

((((4444)))) 脊髄損傷患者支援脊髄損傷患者支援脊髄損傷患者支援脊髄損傷患者支援のためののためののためののためのリハビリリハビリリハビリリハビリ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院でででで対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか、、、、民民民民
間病院間病院間病院間病院とのとのとのとの連携連携連携連携でやるのかでやるのかでやるのかでやるのか検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

3333 子子子子どもどもどもども若者計画若者計画若者計画若者計画

((((1111)))) 県県県県はははは「「「「子子子子どもどもどもども・・・・若者支援地域協議会若者支援地域協議会若者支援地域協議会若者支援地域協議会」」」」のののの年度内設置年度内設置年度内設置年度内設置にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでいくとのことでありんでいくとのことでありんでいくとのことでありんでいくとのことであり
ますがますがますがますが、、、、進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 夜間保育園夜間保育園夜間保育園夜間保育園、、、、24242424時間保育時間保育時間保育時間保育のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

((((3333)))) 「「「「情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設」」」」のののの早期設置早期設置早期設置早期設置についてについてについてについて

((((4444)))) ８８８８月月月月13131313日日日日、、、、14141414日日日日のののの２２２２日間日間日間日間、、、、県議県議県議県議のののの「「「「子子子子どもどもどもども若者若者若者若者スタディーツアースタディーツアースタディーツアースタディーツアー」」」」についてについてについてについて、、、、関係者関係者関係者関係者にににに対対対対しししし
県職員県職員県職員県職員からからからから圧力圧力圧力圧力ありありありあり。。。。どうどうどうどう受受受受けとめるかけとめるかけとめるかけとめるか。。。。

4444 公共交通政策公共交通政策公共交通政策公共交通政策についてについてについてについて

((((1111)))) 短期的公共交通短期的公共交通短期的公共交通短期的公共交通のののの整備方針整備方針整備方針整備方針をどうをどうをどうをどう考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

((((2222)))) バスバスバスバスのののの利利利利・・・・活用促進活用促進活用促進活用促進へのへのへのへの課題課題課題課題をどのようにをどのようにをどのようにをどのように整理整理整理整理しているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 県民県民県民県民へのへのへのへの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発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むかむかむかむか。。。。

((((4444)))) 公共交通整備事業推進公共交通整備事業推進公共交通整備事業推進公共交通整備事業推進のためにのためにのためにのために一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用できるかできるかできるかできるか。。。。

((((5555)))) 中中中中・・・・長期的長期的長期的長期的なななな公共交通公共交通公共交通公共交通のありのありのありのあり方方方方をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

5555 アメラジアンスクールアメラジアンスクールアメラジアンスクールアメラジアンスクール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月議会月議会月議会月議会のののの代表質問代表質問代表質問代表質問（（（（①①①①指導員指導員指導員指導員２２２２名名名名をををを３３３３名名名名へのへのへのへの増員増員増員増員、、、、②②②②日本語指導員日本語指導員日本語指導員日本語指導員のののの処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善、、、、③③③③日日日日
本語指導本語指導本語指導本語指導にににに必要必要必要必要ななななパソコンパソコンパソコンパソコンなどなどなどなど設備備品費設備備品費設備備品費設備備品費のののの支援支援支援支援））））にににに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 下地部長下地部長下地部長下地部長のののの現場視察現場視察現場視察現場視察をしてのをしてのをしてのをしての感想感想感想感想はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 「「「「男女共同参画支援男女共同参画支援男女共同参画支援男女共同参画支援センターセンターセンターセンター」」」」建設建設建設建設のののの進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
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6666 モズクモズクモズクモズク養殖業振興養殖業振興養殖業振興養殖業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 生産量生産量生産量生産量やややや生産者価格生産者価格生産者価格生産者価格のののの現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 需要需要需要需要とととと供給供給供給供給ののののバランスバランスバランスバランスはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 生産量増産生産量増産生産量増産生産量増産のののの計画計画計画計画とととと方法方法方法方法はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 生産者間生産者間生産者間生産者間のののの情報共有情報共有情報共有情報共有、、、、ネットワークネットワークネットワークネットワークはどうかはどうかはどうかはどうか。（。（。（。（生産技術生産技術生産技術生産技術のののの共有共有共有共有））））

((((5555)))) 県外出荷高県外出荷高県外出荷高県外出荷高、、、、海外出荷高海外出荷高海外出荷高海外出荷高のののの現状現状現状現状とととと将来性将来性将来性将来性はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

7777 伊是名沖伊是名沖伊是名沖伊是名沖のののの海底鉱物資源海底鉱物資源海底鉱物資源海底鉱物資源へのへのへのへ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

((((1111)))) 伊是名沖伊是名沖伊是名沖伊是名沖にににに海底資源海底資源海底資源海底資源のののの存在存在存在存在のののの可能性可能性可能性可能性がががが大大大大きくなったきくなったきくなったきくなった。。。。県県県県としてとしてとしてとして国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携などなどなどなど今今今今からからからから準準準準
備備備備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。。。。

((((2222)))) 海底資源海底資源海底資源海底資源のののの存在存在存在存在がががが明明明明らかになったときらかになったときらかになったときらかになったとき、、、、資源開発資源開発資源開発資源開発にににに県県県県としてどのようにかかわるかとしてどのようにかかわるかとしてどのようにかかわるかとしてどのようにかかわるか。。。。

8888 高原高原高原高原・・・・泡瀬線泡瀬線泡瀬線泡瀬線のののの県道移管県道移管県道移管県道移管のののの進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて

((((1111)))) 今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 拡幅整備拡幅整備拡幅整備拡幅整備についてのについてのについてのについての計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

9999 沖縄市山里再開発事業沖縄市山里再開発事業沖縄市山里再開発事業沖縄市山里再開発事業についてについてについてについて

10101010 大阪沖縄県人会館改修大阪沖縄県人会館改修大阪沖縄県人会館改修大阪沖縄県人会館改修へのへのへのへ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

11111111 海海海海からからからから豚豚豚豚がやってきたがやってきたがやってきたがやってきた記念碑建立記念碑建立記念碑建立記念碑建立についてについてについてについて

12121212 我我我我がががが会派会派会派会派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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 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治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風15151515号号号号・・・・16161616号号号号によるによるによるによる被害対策被害対策被害対策被害対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決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」のののの実現実現実現実現のためにはのためにはのためにはのためには財源確保財源確保財源確保財源確保がががが最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題であるがであるがであるがであるが、、、、今今今今
後後後後のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてし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。。。。

((((3333)))) 基地関連交付金基地関連交付金基地関連交付金基地関連交付金はははは、、、、政府政府政府政府とととと関係市町村等関係市町村等関係市町村等関係市町村等のののの信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係によってによってによってによって形成形成形成形成されてきたものでありされてきたものでありされてきたものでありされてきたものであり
減額減額減額減額はははは考考考考えられないがえられないがえられないがえられないが、、、、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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備とととと環境環境環境環境レビューレビューレビューレビュー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、、、、県県県県のののの分析結果分析結果分析結果分析結果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン基地基地基地基地のののの共同使用共同使用共同使用共同使用のののの範囲範囲範囲範囲とととと期間及期間及期間及期間及びびびび訓練内容訓練内容訓練内容訓練内容をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((2222)))) 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊はははは実弾射撃訓練実弾射撃訓練実弾射撃訓練実弾射撃訓練をををを実施実施実施実施しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 金武金武金武金武ブルーブルーブルーブルー・・・・ビーチビーチビーチビーチもいつのもいつのもいつのもいつの間間間間にかにかにかにかＬＺ（ＬＺ（ＬＺ（ＬＺ（着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯））））にされているがにされているがにされているがにされているが、、、、いつごろからかいつごろからかいつごろからかいつごろからか明明明明らからからからか
にされたいにされたいにされたいにされたい。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに向向向向けてけてけてけて、、、、ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドのののの整備点検整備点検整備点検整備点検をををを進進進進めているようだがめているようだがめているようだがめているようだが、、、、県県県県はははは把握把握把握把握しているしているしているしている
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 子子子子どもどもどもども・・・・若者育成支援対策若者育成支援対策若者育成支援対策若者育成支援対策についてについてについてについて

((((1111)))) 暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為、、、、いじめいじめいじめいじめ、、、、不登校及不登校及不登校及不登校及びびびび中途退学者中途退学者中途退学者中途退学者のののの現状現状現状現状とととと背景背景背景背景、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 若者若者若者若者（（（（15151515からからからから25252525歳歳歳歳））））のののの失業率失業率失業率失業率とととと就労支援就労支援就労支援就労支援のののの内容内容内容内容をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上のためののためののためののための施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力（（（（ウチナーシマウチナーシマウチナーシマウチナーシマ））））のののの普及普及普及普及についてについてについてについて
　　　　沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力はははは沖縄沖縄沖縄沖縄とととと奄美奄美奄美奄美でででで行行行行われているわれているわれているわれている角力角力角力角力でででで、、、、現在現在現在現在のようなのようなのようなのような形形形形になったのはになったのはになったのはになったのは15151515世紀世紀世紀世紀ごろごろごろごろ
でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの年中行事年中行事年中行事年中行事とととと深深深深くくくく結結結結びついてびついてびついてびついて村祭村祭村祭村祭りなどでりなどでりなどでりなどで盛盛盛盛んにんにんにんに行行行行われてきたわれてきたわれてきたわれてきた。。。。昭和昭和昭和昭和56565656年度年度年度年度からはからはからはからは
県内中学校県内中学校県内中学校県内中学校のののの郷土教材郷土教材郷土教材郷土教材としてもとしてもとしてもとしても採用採用採用採用されたところであるされたところであるされたところであるされたところである。。。。

((((1111)))) 現在現在現在現在、、、、沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力はははは学校現場学校現場学校現場学校現場でどのようなでどのようなでどのようなでどのような指導指導指導指導がなされているかがなされているかがなされているかがなされているか、、、、説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 教育長教育長教育長教育長はははは、、、、沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力はははは伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化とととと答弁答弁答弁答弁したがしたがしたがしたが、、、、今後今後今後今後のののの普及普及普及普及についてのについてのについてのについての対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 世界世界世界世界のののの移住地移住地移住地移住地でもでもでもでも沖縄角力沖縄角力沖縄角力沖縄角力はははは盛盛盛盛んにんにんにんに行行行行われているがわれているがわれているがわれているが、、、、県県県県はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 赤土流出防止対策赤土流出防止対策赤土流出防止対策赤土流出防止対策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県赤土防止条例沖縄県赤土防止条例沖縄県赤土防止条例沖縄県赤土防止条例についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 条例条例条例条例にににに基基基基づくづくづくづく届届届届けけけけ出出出出・・・・通知通知通知通知のののの状況及状況及状況及状況及びびびび監視監視監視監視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報告報告報告報告されたいされたいされたいされたい（（（（北部北部北部北部、、、、中部中部中部中部、、、、
南部等南部等南部等南部等）。）。）。）。

ｲｲｲｲ 条例違反及条例違反及条例違反及条例違反及びびびび指導指導指導指導・・・・協議件数協議件数協議件数協議件数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れたいされたいされたいされたい。。。。

ｳｳｳｳ 監視監視監視監視パトロールパトロールパトロールパトロールのののの件数件数件数件数とととと人員配置人員配置人員配置人員配置をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画実施計画実施計画実施計画」」」」でででで、、、、赤土年間流出量成果指標赤土年間流出量成果指標赤土年間流出量成果指標赤土年間流出量成果指標のののの説明説明説明説明をされたいをされたいをされたいをされたい。。。。

((((2222)))) 海域海域海域海域・・・・河川河川河川河川におけるにおけるにおけるにおける赤土堆積状況赤土堆積状況赤土堆積状況赤土堆積状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 赤土等赤土等赤土等赤土等のののの堆積状況堆積状況堆積状況堆積状況とととと浄化方法浄化方法浄化方法浄化方法はあるかはあるかはあるかはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 赤土等赤土等赤土等赤土等のののの堆積堆積堆積堆積がががが自然環境自然環境自然環境自然環境にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響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れたいされたいされたいされたい。。。。

6666 河川河川河川河川・・・・海岸漁港等海岸漁港等海岸漁港等海岸漁港等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
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((((1111)))) 北部土木事務所管区北部土木事務所管区北部土木事務所管区北部土木事務所管区のののの河川河川河川河川、、、、海岸海岸海岸海岸のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 豊豊豊豊かなかなかなかな河川環境河川環境河川環境河川環境をををを再生再生再生再生するためにするためにするためにするために県県県県のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 北部農林水産北部農林水産北部農林水産北部農林水産センターセンターセンターセンター管区管区管区管区のののの海岸海岸海岸海岸、、、、漁港漁港漁港漁港、、、、漁場整備事業漁場整備事業漁場整備事業漁場整備事業のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北・・・・中部保健医療圏中部保健医療圏中部保健医療圏中部保健医療圏におけるにおけるにおけるにおける一般病床一般病床一般病床一般病床、、、、療養病床数療養病床数療養病床数療養病床数のののの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移とととと、、、、病院病院病院病院・・・・一般診療一般診療一般診療一般診療
所所所所（（（（有床有床有床有床、、、、個人個人個人個人・・・・法人法人法人法人））））のののの開設許可開設許可開設許可開設許可、、、、申請者数申請者数申請者数申請者数をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 療養病床療養病床療養病床療養病床からからからから一般病床一般病床一般病床一般病床へのへのへのへの変更手続変更手続変更手続変更手続、、、、許可及許可及許可及許可及びびびび有床法人診療開設許可有床法人診療開設許可有床法人診療開設許可有床法人診療開設許可のののの手続手続手続手続についについについについ
てててて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 中部病院中部病院中部病院中部病院、、、、北部病院等県立病院北部病院等県立病院北部病院等県立病院北部病院等県立病院のののの医療機器医療機器医療機器医療機器ののののメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス費用費用費用費用のののの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 金武町金武町金武町金武町、、、、宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村、、、、恩納村恩納村恩納村恩納村のののの外来医療外来医療外来医療外来医療、、、、入院医療入院医療入院医療入院医療についてについてについてについて、、、、国保国保国保国保レセプトレセプトレセプトレセプト調査調査調査調査のののの３３３３年間年間年間年間
のののの推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 県道県道県道県道２２２２号線及号線及号線及号線及びびびび県道県道県道県道70707070号線号線号線号線へのへのへのへの案内標識設置案内標識設置案内標識設置案内標識設置についてについてについてについて

((((1111)))) 国頭村環境教育国頭村環境教育国頭村環境教育国頭村環境教育センターセンターセンターセンター「「「「やんばるのやんばるのやんばるのやんばるの森森森森」」」」はははは、、、、国道国道国道国道からからからから14141414キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルのののの位置位置位置位置にありにありにありにあり、、、、案内案内案内案内
標識標識標識標識がないためにがないためにがないためにがないために一般利用者一般利用者一般利用者一般利用者にににに不便不便不便不便をををを来来来来しているしているしているしている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。利用者利用者利用者利用者のののの安全確保及安全確保及安全確保及安全確保及びびびび
サービスサービスサービスサービス向上向上向上向上をををを図図図図るためにもるためにもるためにもるためにも案内板案内板案内板案内板のののの早急早急早急早急なななな設置設置設置設置がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 公選法公選法公選法公選法についてについてについてについて

((((1111)))) あるあるあるある後援会後援会後援会後援会のののの副会長副会長副会長副会長をををを引引引引きききき受受受受けたところけたところけたところけたところ、、、、行政側行政側行政側行政側がががが意見書等意見書等意見書等意見書等のののの申請申請申請申請をををを先送先送先送先送りするりするりするりする旨等旨等旨等旨等、、、、
圧力圧力圧力圧力をかけをかけをかけをかけ、、、、副会長副会長副会長副会長をやめるようをやめるようをやめるようをやめるよう迫迫迫迫ったったったった事例事例事例事例があるががあるががあるががあるが、、、、公選法公選法公選法公選法にににに違反違反違反違反するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 公務員公務員公務員公務員のののの地位利用地位利用地位利用地位利用についてについてについてについて

((((1111)))) 住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求をををを理由理由理由理由にににに、、、、あるあるあるある事業者事業者事業者事業者のののの関係者関係者関係者関係者がががが指名指名指名指名からからからから外外外外されるされるされるされる事例事例事例事例があるががあるががあるががあるが、、、、公務員公務員公務員公務員
法及法及法及法及びびびび他他他他のののの法令法令法令法令にににに抵触抵触抵触抵触しないかしないかしないかしないか伺伺伺伺うううう。。。。

11111111 我我我我がががが会派会派会派会派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24242424年第年第年第年第5555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))))

10101010月月月月02020202    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 浦崎浦崎浦崎浦崎　　　　唯昭唯昭唯昭唯昭（（（（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治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成21212121年年年年９９９９月月月月にににに施行施行施行施行されたされたされたされた総選挙総選挙総選挙総選挙によってによってによってによって民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権がががが誕生誕生誕生誕生してしてしてして３３３３年間年間年間年間がががが経過経過経過経過したがしたがしたがしたが、、、、
そのそのそのその３３３３年間年間年間年間のののの知事知事知事知事のののの思思思思いをいをいをいを披瀝披瀝披瀝披瀝してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

2222 文化文化文化文化とととと観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 観光観光観光観光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 沖縄県立舞踊団沖縄県立舞踊団沖縄県立舞踊団沖縄県立舞踊団をををを創設創設創設創設しししし、、、、沖縄文化沖縄文化沖縄文化沖縄文化をををを発信発信発信発信することによりすることによりすることによりすることにより沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる発展発展発展発展をををを
図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えますがいかがですかえますがいかがですかえますがいかがですかえますがいかがですか。。。。

ｲｲｲｲ 現在現在現在現在、、、、検討中検討中検討中検討中のののの新新新新たなたなたなたな文化発信交流拠点文化発信交流拠点文化発信交流拠点文化発信交流拠点のののの中中中中にににに、、、、県立舞踊団県立舞踊団県立舞踊団県立舞踊団のののの創設創設創設創設もももも視野視野視野視野にににに入入入入れたれたれたれた
検討検討検討検討をををを行行行行っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが必要必要必要必要とととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、所見所見所見所見をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

((((2222)))) 電線類電線類電線類電線類のののの地中化地中化地中化地中化についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 電線類地中化電線類地中化電線類地中化電線類地中化のののの現状現状現状現状をどうをどうをどうをどう意識意識意識意識していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

ｲｲｲｲ 電線類地中化電線類地中化電線類地中化電線類地中化のののの計画計画計画計画はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。

ｳｳｳｳ 県内県内県内県内のののの電線類地中化率電線類地中化率電線類地中化率電線類地中化率はははは何何何何％％％％ですかですかですかですか。。。。

ｴｴｴｴ 電線類地中化電線類地中化電線類地中化電線類地中化をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための課題課題課題課題はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。

3333 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


