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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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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)))) ハワイハワイハワイハワイ州州州州アバクロンビーアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビー知事知事知事知事がががが在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊ののののハワイハワイハワイハワイ誘致誘致誘致誘致をををを提案提案提案提案したとしたとしたとしたと報道報道報道報道されたされたされたされた。。。。実現実現実現実現すすすす
ればればればれば、、、、ハワイハワイハワイハワイ・・・・沖縄双方沖縄双方沖縄双方沖縄双方にににに大大大大きなきなきなきなメリットメリットメリットメリットとなるとなるとなるとなる。。。。このこのこのこの際際際際、、、、外交問題外交問題外交問題外交問題とととと傍観傍観傍観傍観せずせずせずせず、、、、御縁御縁御縁御縁のあるのあるのあるのある
ハワイハワイハワイハワイ州知事州知事州知事州知事とはとはとはとは積極的積極的積極的積極的なななな意見交換意見交換意見交換意見交換やややや連携連携連携連携をしてをしてをしてをして、、、、県民県民県民県民のののの過重過重過重過重なななな負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減につなげるにつなげるにつなげるにつなげる取取取取
りりりり組組組組みをすべきとみをすべきとみをすべきとみをすべきと思思思思うがうがうがうが所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは県外県外県外県外のののの滑走路滑走路滑走路滑走路があるところにがあるところにがあるところにがあるところに普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを移移移移すのがよりすのがよりすのがよりすのがより現実的現実的現実的現実的でででで早早早早いといといといと
述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、県地域安全政策課県地域安全政策課県地域安全政策課県地域安全政策課のののの吉川研究員吉川研究員吉川研究員吉川研究員がががが県外県外県外県外のののの具体的具体的具体的具体的なななな候補地候補地候補地候補地をををを提案提案提案提案したとしたとしたとしたと
いういういういう報道報道報道報道がありがありがありがあり評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。知事知事知事知事はははは在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの訓練移転訓練移転訓練移転訓練移転やややや米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場のののの県外県外県外県外
移設移設移設移設のののの情報交換情報交換情報交換情報交換やややや情報発信情報発信情報発信情報発信をすべきとをすべきとをすべきとをすべきと思思思思うがうがうがうが取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄県議会沖縄県議会沖縄県議会沖縄県議会やややや仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事もももも米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場のののの県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めているめているめているめている。。。。米国米国米国米国ののののハワイハワイハワイハワイ
州州州州やややや北北北北マリアナマリアナマリアナマリアナ連邦連邦連邦連邦、、、、グアムグアムグアムグアム、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアもももも含含含含めためためためた国外移転国外移転国外移転国外移転のののの可能性可能性可能性可能性もももも含含含含めてさまざまめてさまざまめてさまざまめてさまざま
なななな意見意見意見意見がががが出出出出ていることもていることもていることもていることも事実事実事実事実であるであるであるである。。。。一方一方一方一方でででで、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府はははは名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設にににに固執固執固執固執しししし
てててて、、、、拙速拙速拙速拙速にもにもにもにも公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請をををを提出提出提出提出したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書にににに対対対対するするするする意見意見意見意見
としてとしてとしてとして「「「「当該評価書当該評価書当該評価書当該評価書でででで示示示示されたされたされたされた環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等ではではではでは、、、、事業実施区域事業実施区域事業実施区域事業実施区域のののの生活環境及生活環境及生活環境及生活環境及びびびび自自自自
然環境然環境然環境然環境のののの保全保全保全保全をををを図図図図ることはることはることはることは不可能不可能不可能不可能とととと考考考考えるえるえるえる」」」」とととと指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。以上以上以上以上のののの観点観点観点観点からからからから、、、、仲井眞知仲井眞知仲井眞知仲井眞知
事事事事はははは、、、、名護市辺野古埋立承認申請名護市辺野古埋立承認申請名護市辺野古埋立承認申請名護市辺野古埋立承認申請へのへのへのへの対応対応対応対応はははは「「「「不承認不承認不承認不承認」」」」をををを表明表明表明表明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対応対応対応対応をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

2222 農林水産業振興農林水産業振興農林水産業振興農林水産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 我我我我がががが国国国国ののののＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加はははは本県経済本県経済本県経済本県経済にににに重大重大重大重大なななな損失損失損失損失をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性がががが大大大大きいことからきいことからきいことからきいことから、、、、県議会県議会県議会県議会
やややや農協中央会等農協中央会等農協中央会等農協中央会等はははは交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加にににに反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。ところがところがところがところが、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加のののの閣議閣議閣議閣議
決定決定決定決定をををを容認容認容認容認するかのようなするかのようなするかのようなするかのような姿勢姿勢姿勢姿勢ともともともとも受受受受けけけけ取取取取れるがれるがれるがれるが、「、「、「、「日本政府日本政府日本政府日本政府ののののＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加へのへのへのへの見解見解見解見解とととと
交渉交渉交渉交渉にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、聖域聖域聖域聖域をををを確保確保確保確保できなければできなければできなければできなければ脱退脱退脱退脱退もももも辞辞辞辞さないとすることをさないとすることをさないとすることをさないとすることを求求求求めるめるめるめる」」」」というというというという方針方針方針方針
をををを示示示示しているがしているがしているがしているが具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県農林水産部県農林水産部県農林水産部県農林水産部はははは沖縄農業沖縄農業沖縄農業沖縄農業のののの多面的価値多面的価値多面的価値多面的価値にににに関関関関するするするする定量的分析定量的分析定量的分析定量的分析をををを発表発表発表発表したがしたがしたがしたが、、、、平成平成平成平成18181818年年年年
度度度度のののの農業産出額農業産出額農業産出額農業産出額906906906906億円億円億円億円のののの経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果はははは7219721972197219億円約億円約億円約億円約８８８８倍倍倍倍、、、、県内県内県内県内のののの雇用効果雇用効果雇用効果雇用効果をををを約約約約６６６６万万万万
人人人人になるとになるとになるとになると試算試算試算試算しているしているしているしている。。。。定量的分析定量的分析定量的分析定量的分析をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、本県農業本県農業本県農業本県農業のののの多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能ののの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
支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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流通不利性解消事業流通不利性解消事業流通不利性解消事業流通不利性解消事業はははは、、、、鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島からからからから東京市場東京市場東京市場東京市場までのまでのまでのまでの運賃相当運賃相当運賃相当運賃相当をををを
根拠根拠根拠根拠にににに特産品等特産品等特産品等特産品等のののの流通流通流通流通コストコストコストコストをををを支援支援支援支援するするするする画期的画期的画期的画期的なななな取取取取りりりり組組組組みであるみであるみであるみである。。。。事業実績事業実績事業実績事業実績とととと事業成果事業成果事業成果事業成果
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、、、、同事業同事業同事業同事業をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた流通流通流通流通のありのありのありのあり方方方方のののの将来像将来像将来像将来像をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県花県花県花県花であるであるであるであるデイゴデイゴデイゴデイゴのののの枯死枯死枯死枯死がががが全県的全県的全県的全県的なななな大大大大きなきなきなきな問題問題問題問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。。。。原因原因原因原因であるであるであるであるヒメコバチヒメコバチヒメコバチヒメコバチのののの防防防防
除事業除事業除事業除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取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 日本政府日本政府日本政府日本政府はははは、、、、県議会県議会県議会県議会やややや沖縄県漁業組合連合会等沖縄県漁業組合連合会等沖縄県漁業組合連合会等沖縄県漁業組合連合会等からのからのからのからの反対反対反対反対をををを無視無視無視無視しししし、、、、日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議にににに
おけるおけるおけるおける法令適用除外区域法令適用除外区域法令適用除外区域法令適用除外区域についてについてについてについて、、、、漁場漁場漁場漁場をををを放棄放棄放棄放棄するようなするようなするようなするような合意合意合意合意をををを行行行行ったったったった。。。。去去去去るるるる２２２２月議会月議会月議会月議会でででで
はははは「「「「本県漁業者本県漁業者本県漁業者本県漁業者のののの意向意向意向意向がががが協議協議協議協議にににに十分反映十分反映十分反映十分反映されるようにされるようにされるようにされるように、、、、国国国国へへへへ働働働働きかけてまいりますきかけてまいりますきかけてまいりますきかけてまいります」」」」とととと答答答答
弁弁弁弁したがしたがしたがしたが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら無視無視無視無視されるされるされるされる結果結果結果結果となっているとなっているとなっているとなっている。。。。経過経過経過経過とととと外交外交外交外交のののの犠牲犠牲犠牲犠牲にされたことへのにされたことへのにされたことへのにされたことへの
見解見解見解見解とととと県益県益県益県益をををを回復回復回復回復することへのすることへのすることへのすることへの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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 円安円安円安円安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

ｱｱｱｱ 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権ののののアベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスによるによるによるによる大規模大規模大規模大規模なななな金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和でででで急激急激急激急激にににに円安円安円安円安がががが進進進進みみみみ、、、、輸入価格輸入価格輸入価格輸入価格のののの上上上上
昇昇昇昇でででで諸物価諸物価諸物価諸物価がががが値上値上値上値上がりしがりしがりしがりし、、、、国民国民国民国民がががが悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴をををを上上上上げているげているげているげている。ＪＡ。ＪＡ。ＪＡ。ＪＡ沖縄中央会沖縄中央会沖縄中央会沖縄中央会はははは円安円安円安円安によるによるによるによる生産生産生産生産
コストコストコストコスト上昇上昇上昇上昇にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを求求求求めているめているめているめている。。。。現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 漁船用燃料漁船用燃料漁船用燃料漁船用燃料がががが高騰高騰高騰高騰しししし、、、、全国的全国的全国的全国的ににににイカイカイカイカ釣釣釣釣りりりり漁船漁船漁船漁船のののの出漁中止出漁中止出漁中止出漁中止がががが起起起起きているきているきているきている。。。。本県本県本県本県ののののマグロマグロマグロマグロはははは
ええええ縄縄縄縄、、、、ひきひきひきひき網漁船等網漁船等網漁船等網漁船等がががが悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴をををを上上上上げているがげているがげているがげているが対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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3333 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)))) 離島医療離島医療離島医療離島医療についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 保健医療計画保健医療計画保健医療計画保健医療計画におけるにおけるにおけるにおける圏域圏域圏域圏域ごとのごとのごとのごとの基準病床基準病床基準病床基準病床とととと算定根拠及算定根拠及算定根拠及算定根拠及びびびび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におけるにおけるにおけるにおける
病床数病床数病床数病床数やややや医療水準医療水準医療水準医療水準のののの確保確保確保確保のののの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うううう。。。。

ｲｲｲｲ 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移転移転移転移転・・・・改築改築改築改築のののの進進進進状況状況状況状況とととと基本構想策定基本構想策定基本構想策定基本構想策定・・・・基本設計基本設計基本設計基本設計へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 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・・・・宮古病院宮古病院宮古病院宮古病院におけるにおけるにおけるにおける医師医師医師医師のののの確保確保確保確保やややや７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制へのへのへのへの移行移行移行移行はははは看護師看護師看護師看護師のののの
確保確保確保確保、、、、医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実のののの観点観点観点観点からからからから急務急務急務急務であるであるであるである定数定数定数定数やややや配置配置配置配置についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 流通流通流通流通コストコストコストコスト解消事業解消事業解消事業解消事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 離島離島離島離島のののの消費者物価消費者物価消費者物価消費者物価やややや生産資材等生産資材等生産資材等生産資材等のののの離島輸送離島輸送離島輸送離島輸送コストコストコストコストのののの実情実情実情実情をどのようにをどのようにをどのようにをどのように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。。。。

ｲｲｲｲ 消費税消費税消費税消費税のののの県内負担状況県内負担状況県内負担状況県内負担状況とととと、、、、増税増税増税増税となったとなったとなったとなった場合場合場合場合のののの離島影響離島影響離島影響離島影響をどのようにをどのようにをどのようにをどのように予測予測予測予測しているかしているかしているかしているか、、、、
消費税率消費税率消費税率消費税率のののの軽減等国軽減等国軽減等国軽減等国へのへのへのへの要請要請要請要請をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか。。。。

ｳｳｳｳ 離島離島離島離島のののの輸送輸送輸送輸送コストコストコストコスト軽減軽減軽減軽減についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと離島生活離島生活離島生活離島生活コストコストコストコスト低減化実証事業低減化実証事業低減化実証事業低減化実証事業のののの今後今後今後今後のののの
制度拡充制度拡充制度拡充制度拡充をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島住民移動離島住民移動離島住民移動離島住民移動コストコストコストコスト軽減事業軽減事業軽減事業軽減事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃・・・・船賃軽減事業船賃軽減事業船賃軽減事業船賃軽減事業のののの実績実績実績実績とととと経済波及効果経済波及効果経済波及効果経済波及効果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 格安航空会社等格安航空会社等格安航空会社等格安航空会社等のののの路線参入路線参入路線参入路線参入でででで価格競争状態価格競争状態価格競争状態価格競争状態となりとなりとなりとなり、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの適用適用適用適用がががが保留保留保留保留となるととなるととなるととなると
説明説明説明説明されているされているされているされている。。。。当日変更可能当日変更可能当日変更可能当日変更可能なななな航空券航空券航空券航空券によるによるによるによる利便性利便性利便性利便性のののの確保確保確保確保をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、どどどど
のようにのようにのようにのように対応対応対応対応するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県管理離島空港県管理離島空港県管理離島空港県管理離島空港のののの着陸料着陸料着陸料着陸料のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置によるによるによるによる離島住民割引運賃制度離島住民割引運賃制度離島住民割引運賃制度離島住民割引運賃制度のののの拡充拡充拡充拡充へへへへ
のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 新石垣空港関連新石垣空港関連新石垣空港関連新石垣空港関連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国内航空路線国内航空路線国内航空路線国内航空路線のののの就航就航就航就航のののの状況状況状況状況とととと空港施設空港施設空港施設空港施設・・・・ターミナルターミナルターミナルターミナル施設施設施設施設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うううう。。。。

ｲｲｲｲ 国際線国際線国際線国際線のののの就航就航就航就航のののの状況状況状況状況とととと国際線国際線国際線国際線ターミナルビルターミナルビルターミナルビルターミナルビル等等等等のののの増築増築増築増築、ＣＩＱ、ＣＩＱ、ＣＩＱ、ＣＩＱ対応対応対応対応へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 空港空港空港空港アクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路のののの早期整備早期整備早期整備早期整備のためののためののためののための用地買収用地買収用地買収用地買収のののの加速化加速化加速化加速化とととと全線全線全線全線４４４４車線化車線化車線化車線化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。。。。

4444 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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（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)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの県内移設県内移設県内移設県内移設についてについてについてについて
　　　　沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの知事知事知事知事としてとしてとしてとして、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府とのとのとのとの対応対応対応対応はははは大変大変大変大変なななな御苦労御苦労御苦労御苦労があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。普天間基普天間基普天間基普天間基
地地地地のののの問題問題問題問題ややややオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの問題問題問題問題、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地からからからから派生派生派生派生するさまざまなするさまざまなするさまざまなするさまざまな問題問題問題問題、、、、日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの
ことなどことなどことなどことなど、、、、いくらいくらいくらいくら沖縄沖縄沖縄沖縄がががが要請要請要請要請してもしてもしてもしても聞聞聞聞くくくく耳耳耳耳をををを持持持持たないたないたないたない日本政府日本政府日本政府日本政府ですですですです。。。。県民県民県民県民のののの不信感不信感不信感不信感はははは頂点頂点頂点頂点
にににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。知事知事知事知事はははは県民県民県民県民のののの負託負託負託負託にににに応応応応えてえてえてえて「「「「普天間普天間普天間普天間」」」」のののの県内移設県内移設県内移設県内移設はははは絶対認絶対認絶対認絶対認めないというめないというめないというめないという
強強強強いいいい決意決意決意決意をををを貫貫貫貫いていただきたいといていただきたいといていただきたいといていただきたい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ををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 西銘恒三郎衆議院議員西銘恒三郎衆議院議員西銘恒三郎衆議院議員西銘恒三郎衆議院議員・・・・島尻安伊子参議院議員島尻安伊子参議院議員島尻安伊子参議院議員島尻安伊子参議院議員のののの辺野古移設容認辺野古移設容認辺野古移設容認辺野古移設容認についてについてについてについて
　　　　県選出県選出県選出県選出のののの２２２２国会議員国会議員国会議員国会議員がががが米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場のののの県外移設県外移設県外移設県外移設のののの公約公約公約公約をををを覆覆覆覆しししし、、、、県民県民県民県民へのへのへのへの約束約束約束約束をををを
破破破破ってってってって県内県内県内県内のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを認認認認めたことをめたことをめたことをめたことを受受受受けけけけ、、、、知事知事知事知事はははは「「「「なるべくなるべくなるべくなるべく早早早早くくくく考考考考えをえをえをえを確認確認確認確認したいしたいしたいしたい」」」」とととと
述述述述べていますがべていますがべていますがべていますが、、、、結果結果結果結果はいかがですかはいかがですかはいかがですかはいかがですか。。。。

2222 教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級についてについてについてについて
　　　　小学校小学校小学校小学校におけるにおけるにおけるにおける30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級のののの編成編成編成編成についてについてについてについて、、、、中核市中核市中核市中核市のののの那覇市那覇市那覇市那覇市をををを含含含含めためためためた11111111市市市市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、、、、１１１１年生年生年生年生でででで実施率実施率実施率実施率がががが88888888....6666％、％、％、％、未実施率未実施率未実施率未実施率がががが11111111....4444％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。２２２２年生年生年生年生ではではではでは実施実施実施実施
率率率率がががが80808080....3333％、％、％、％、未実施率未実施率未実施率未実施率がががが19191919....7777％％％％ですですですです。。。。糸満市糸満市糸満市糸満市はははは小学校小学校小学校小学校１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生ともともともとも100100100100％％％％でででで、、、、名護市名護市名護市名護市はははは
小学校小学校小学校小学校１１１１年生年生年生年生がががが100100100100％％％％のののの実施率実施率実施率実施率ですですですです。。。。南城市南城市南城市南城市のののの１１１１年生年生年生年生はははは実施率実施率実施率実施率がががが70707070....6666％％％％しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。
知事知事知事知事のののの初初初初めのめのめのめの公約公約公約公約はははは小学校小学校小学校小学校でででで30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級のののの導入導入導入導入でしたでしたでしたでした。。。。今今今今はははは小学生小学生小学生小学生１１１１・・・・２２２２年年年年からとのからとのからとのからとの
ことですがことですがことですがことですが、、、、それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても実態実態実態実態はずれていますはずれていますはずれていますはずれています。。。。100100100100％％％％にするためのにするためのにするためのに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。。。。いいいい
つまでにつまでにつまでにつまでに達成達成達成達成できますかできますかできますかできますか。。。。

((((2222)))) 公立学校公立学校公立学校公立学校（（（（小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高））））のののの病気休職者病気休職者病気休職者病気休職者についてについてについてについて
　　　　過去過去過去過去３３３３カカカカ年間年間年間年間のののの公立学校公立学校公立学校公立学校（（（（小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高））））におけるにおけるにおけるにおける病気休職者病気休職者病気休職者病気休職者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。。。。そのうそのうそのうそのう
ちちちち精神的疾患精神的疾患精神的疾患精神的疾患でのでのでのでの病気休職者病気休職者病気休職者病気休職者はははは何人何人何人何人ですかですかですかですか。。。。メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスのののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。効果効果効果効果はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。またまたまたまた、、、、年休年休年休年休のののの取得状況取得状況取得状況取得状況はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

((((3333)))) 学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブについてについてについてについて
　「　「　「　「民立民営民立民営民立民営民立民営」」」」のののの県内県内県内県内のののの学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブについてについてについてについて、、、、預預預預けるときのけるときのけるときのけるときの費用費用費用費用がががが高高高高いとのいとのいとのいとの声声声声がありますがありますがありますがあります。。。。
実態実態実態実態とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、経営経営経営経営についてはについてはについてはについては自治体自治体自治体自治体からのからのからのからの補助補助補助補助をををを受受受受けていることけていることけていることけていること
もありもありもありもあり、、、、会計報告会計報告会計報告会計報告・・・・領収書領収書領収書領収書などきちんとなどきちんとなどきちんとなどきちんと整理整理整理整理されているかもされているかもされているかもされているかも問問問問われますがわれますがわれますがわれますが、、、、確認確認確認確認はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ていますかていますかていますかていますか。。。。

((((4444)))) 特別支援学校高等部分教室特別支援学校高等部分教室特別支援学校高等部分教室特別支援学校高等部分教室についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる２２２２月月月月にににに文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会文教厚生委員会でででで久米島高校久米島高校久米島高校久米島高校をををを視察視察視察視察したときしたときしたときしたとき、、、、特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のののの生徒生徒生徒生徒たちがたちがたちがたちが
久米島高校久米島高校久米島高校久米島高校でででで学学学学んでいることをんでいることをんでいることをんでいることを知知知知りましたりましたりましたりました。。。。とてもとてもとてもとても生生生生きききき生生生生きとしていてきとしていてきとしていてきとしていて楽楽楽楽しそうでしたしそうでしたしそうでしたしそうでした。。。。健常健常健常健常
者者者者とととと障害障害障害障害をををを持持持持ったったったった人人人人がががが同同同同じじじじ学校学校学校学校でともにでともにでともにでともに学学学学ぶことでぶことでぶことでぶことで得得得得るのがあるとるのがあるとるのがあるとるのがあると思思思思いますいますいますいます。。。。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・・・・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。。。。

3333 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの医師不足医師不足医師不足医師不足をををを解消解消解消解消するするするする方法方法方法方法とととと７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制についてについてについてについて

((((1111)))) 先日先日先日先日、、、、県民県民県民県民からからからから県立病院県立病院県立病院県立病院のののの医師不足医師不足医師不足医師不足についてについてについてについて電話電話電話電話がありましたがありましたがありましたがありました。。。。県立病院県立病院県立病院県立病院のののの医師不足医師不足医師不足医師不足のののの
実態実態実態実態とととと医師確保医師確保医師確保医師確保のののの方法方法方法方法・・・・システムシステムシステムシステムについてのについてのについてのについての展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制についてはについてはについてはについては、、、、収支見込収支見込収支見込収支見込みなどよりみなどよりみなどよりみなどより詳細分析詳細分析詳細分析詳細分析がががが必要必要必要必要とのことでしたがとのことでしたがとのことでしたがとのことでしたが、、、、今後今後今後今後
のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 母母母母さんさんさんさん助助助助けてけてけてけて詐欺詐欺詐欺詐欺についてについてについてについて
　　　　県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける母母母母さんさんさんさん助助助助けてけてけてけて詐欺詐欺詐欺詐欺のののの件数件数件数件数とととと被害額被害額被害額被害額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 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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（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治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは経済財政運営経済財政運営経済財政運営経済財政運営のののの指針指針指針指針「「「「骨太方針骨太方針骨太方針骨太方針」」」」をををを閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定したしたしたした。。。。地方地方地方地方のののの行政改革行政改革行政改革行政改革やややや地域活性地域活性地域活性地域活性
化化化化のののの努力努力努力努力をををを査定査定査定査定しししし、、、、頑張頑張頑張頑張るるるる地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体にににに重点配分重点配分重点配分重点配分するするするする等等等等のののの素案骨子素案骨子素案骨子素案骨子やややや、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興につにつにつにつ
いてもいてもいてもいても明記明記明記明記しししし沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したしたしたした。。。。どのようにどのようにどのようにどのように影響影響影響影響しどうしどうしどうしどう評価評価評価評価しししし
ているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺防衛施設周辺におけるにおけるにおけるにおける防音対策工事防音対策工事防音対策工事防音対策工事のののの助成対象外助成対象外助成対象外助成対象外となっているとなっているとなっているとなっている認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園のののの公立及公立及公立及公立及
びびびび認可園同様認可園同様認可園同様認可園同様、、、、防音工事費及防音工事費及防音工事費及防音工事費及びびびび空調設備空調設備空調設備空調設備のののの維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費のののの助成助成助成助成をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて

((((3333)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの調査調査調査調査によるとによるとによるとによると、、、、平和教育平和教育平和教育平和教育にににに３３３３割余割余割余割余りのりのりのりの教師教師教師教師がががが「「「「指導方法指導方法指導方法指導方法がががが分分分分からないからないからないからない」」」」とととと答答答答えたとえたとえたとえたと
するするするする沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの語語語語りりりり継継継継ぎにぎにぎにぎに苦慮苦慮苦慮苦慮するするするする教育現場教育現場教育現場教育現場のののの実態実態実態実態がががが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。県県県県としてどうとしてどうとしてどうとしてどう捉捉捉捉えてえてえてえて
いるかいるかいるかいるか。。。。

((((4444)))) 私学私学私学私学へのへのへのへの助成拡大助成拡大助成拡大助成拡大についてについてについてについて

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 米国防総省米国防総省米国防総省米国防総省がががが最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭ステレスステレスステレスステレス戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ＦＦＦＦ35353535のののの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へへへへ配備配備配備配備をををを検討検討検討検討しているとするしているとするしているとするしているとする
ＦＦＦＦ35353535のののの騒音騒音騒音騒音はははは配備配備配備配備されているされているされているされているＦＦＦＦ15151515のののの騒音騒音騒音騒音をををを大幅大幅大幅大幅にににに上回上回上回上回ることがることがることがることが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。。。。既既既既にににに
騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害がががが甚大甚大甚大甚大なななな周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域のののの負担増負担増負担増負担増はははは許許許許されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない。。。。配備計画配備計画配備計画配備計画のののの撤回撤回撤回撤回をををを求求求求めめめめ
るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。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。。。。

((((2222)))) 県県県県ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの運用運用運用運用についてについてについてについて318318318318件件件件のののの安全確保違反安全確保違反安全確保違反安全確保違反をををを指摘指摘指摘指摘したのにしたのにしたのにしたのに対対対対しししし、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省はははは
「「「「違反違反違反違反はなしはなしはなしはなし」」」」とのとのとのとの結論結論結論結論づけるづけるづけるづける調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書をまとめたとするをまとめたとするをまとめたとするをまとめたとする。。。。事実誤認事実誤認事実誤認事実誤認もももも甚甚甚甚だしいだしいだしいだしい防衛省防衛省防衛省防衛省のののの
報告書報告書報告書報告書をどのようにをどのようにをどのようにをどのように捉捉捉捉えているかえているかえているかえているか。。。。

((((3333)))) 米軍嘉手納弾薬庫内米軍嘉手納弾薬庫内米軍嘉手納弾薬庫内米軍嘉手納弾薬庫内でのでのでのでの不用弾爆破処理不用弾爆破処理不用弾爆破処理不用弾爆破処理はははは処理直前処理直前処理直前処理直前でのでのでのでの通告通告通告通告であったためであったためであったためであったため、、、、隣接隣接隣接隣接するするするする
小学校小学校小学校小学校やややや周辺施設周辺施設周辺施設周辺施設へのへのへのへの通知通知通知通知がががが間間間間にににに合合合合わなかったことからわなかったことからわなかったことからわなかったことから不安不安不安不安とととと動揺動揺動揺動揺をををを与与与与えたえたえたえた。。。。早期通告早期通告早期通告早期通告
のののの徹底徹底徹底徹底をををを求求求求めるべきことについてめるべきことについてめるべきことについてめるべきことについて

((((4444)))) ＦＦＦＦ15151515戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機のののの墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故からからからから２２２２日後日後日後日後にににに安全点検安全点検安全点検安全点検をなしたとをなしたとをなしたとをなしたと訓練訓練訓練訓練をををを再開再開再開再開しししし再緊急着陸再緊急着陸再緊急着陸再緊急着陸がががが発生発生発生発生
しているしているしているしている。。。。徹底徹底徹底徹底したしたしたした安全確認安全確認安全確認安全確認をををを行行行行うううう間訓練飛行間訓練飛行間訓練飛行間訓練飛行をををを中止中止中止中止することをすることをすることをすることを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 雇用失業対策雇用失業対策雇用失業対策雇用失業対策にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) グッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターのののの事業内容事業内容事業内容事業内容とととと活動状況活動状況活動状況活動状況、、、、成果成果成果成果とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる県内建設業者県内建設業者県内建設業者県内建設業者のののの受注拡大受注拡大受注拡大受注拡大にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 県県県県はははは米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事のののの県内業者県内業者県内業者県内業者のののの受注拡大受注拡大受注拡大受注拡大にににに向向向向けてけてけてけて支援策支援策支援策支援策をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ報告書報告書報告書報告書をまとめをまとめをまとめをまとめ
たとするがどのようなたとするがどのようなたとするがどのようなたとするがどのような内容内容内容内容かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 危機的状況危機的状況危機的状況危機的状況にあるにあるにあるにある畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家のののの支援策支援策支援策支援策にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 円安円安円安円安やややや原料不作原料不作原料不作原料不作などによりなどによりなどによりなどにより海外海外海外海外からのからのからのからの輸入飼料輸入飼料輸入飼料輸入飼料のののの高騰高騰高騰高騰によりによりによりにより畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家がががが経営困難経営困難経営困難経営困難にあるにあるにあるにある
とされとされとされとされ支援策支援策支援策支援策をををを求求求求めているがめているがめているがめているが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。。。。

6666 「「「「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」のののの進進進進状況状況状況状況にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 新規就農新規就農新規就農新規就農などのなどのなどのなどの農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手にににに農地農地農地農地をををを集約集約集約集約するするするする「「「「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと課題課題課題課題
についてについてについてについて

((((2222)))) 農地再生農地再生農地再生農地再生のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

7777 おきなわおきなわおきなわおきなわ新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業についてについてについてについて

((((1111)))) おきなわおきなわおきなわおきなわ新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業のののの目的及目的及目的及目的及びびびび事業概要事業概要事業概要事業概要についてについてについてについて説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。
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((((2222)))) 事業開始後事業開始後事業開始後事業開始後、、、、今日今日今日今日までのまでのまでのまでの事業成果事業成果事業成果事業成果についてについてについてについて説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) ６６６６月月月月15151515日日日日のののの東京新聞東京新聞東京新聞東京新聞にににに「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの投資組合投資組合投資組合投資組合　　　　官民官民官民官民ファンドファンドファンドファンド不適切運用不適切運用不適切運用不適切運用　　　　運営者関係先運営者関係先運営者関係先運営者関係先にににに資資資資
金金金金」」」」とのとのとのとの記事記事記事記事がががが掲載掲載掲載掲載されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの中中中中にににに、「、「、「、「沖縄県側沖縄県側沖縄県側沖縄県側はははは昨秋昨秋昨秋昨秋、、、、東京東京東京東京のののの投資会社投資会社投資会社投資会社にににに官民官民官民官民
ファンドファンドファンドファンドのののの調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼。。。。投資会社投資会社投資会社投資会社はははは「「「「投資先投資先投資先投資先のののの三社三社三社三社のうちのうちのうちのうち二社二社二社二社でででで、、、、資金資金資金資金がががが流出流出流出流出しているしているしているしている」」」」とととと
判断判断判断判断、、、、大幅大幅大幅大幅にににに目減目減目減目減りしているとりしているとりしているとりしていると評価評価評価評価したしたしたした。」。」。」。」とのとのとのとの記事記事記事記事がありますががありますががありますががありますが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県またはまたはまたはまたは産業振興産業振興産業振興産業振興
公社公社公社公社がががが東京東京東京東京のののの投資会社投資会社投資会社投資会社におきなわにおきなわにおきなわにおきなわ新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業のののの調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼したしたしたした事実事実事実事実はありまはありまはありまはありま
すかすかすかすか。。。。

((((4444)))) 調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼したしたしたした事実事実事実事実があるとしたがあるとしたがあるとしたがあるとした場合場合場合場合、、、、調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼したしたしたした理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、調査結果調査結果調査結果調査結果はどはどはどはど
うだったかうだったかうだったかうだったか、、、、説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。

8888 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



6

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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（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)))) ４４４４・・・・28282828「「「「主権回復主権回復主権回復主権回復・・・・国際社会復帰国際社会復帰国際社会復帰国際社会復帰をををを記念記念記念記念するするするする式典式典式典式典」」」」にににに対対対対するするするす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)))) 政府式典政府式典政府式典政府式典にににに抗議抗議抗議抗議するするするする４４４４・・・・28282828「「「「屈辱屈辱屈辱屈辱のののの日日日日」」」」沖縄大会沖縄大会沖縄大会沖縄大会にににに対対対対するするするす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。。。。

((((3333)))) アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスのののの沖縄沖縄沖縄沖縄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。。。。

((((4444)))) 長寿日本一奪回長寿日本一奪回長寿日本一奪回長寿日本一奪回にににに向向向向けてけてけてけて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解・・・・意気込意気込意気込意気込みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 文化振興条例文化振興条例文化振興条例文化振興条例のののの進進進進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)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事業委託事業委託事業委託事業委託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 役員人事役員人事役員人事役員人事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)))) 観光客消費額観光客消費額観光客消費額観光客消費額がががが低迷低迷低迷低迷しているというがしているというがしているというがしているというが、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 地元中小零細観光業者地元中小零細観光業者地元中小零細観光業者地元中小零細観光業者（（（（ホテルホテルホテルホテル・・・・観光卸売観光卸売観光卸売観光卸売りりりり・・・・おおおお土産等土産等土産等土産等））））にににに対対対対するするするする支援支援支援支援はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
のかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 離島観光離島観光離島観光離島観光ののののビジョンビジョンビジョンビジョン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)))) 次期県立郷土劇場次期県立郷土劇場次期県立郷土劇場次期県立郷土劇場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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 総務部関係総務部関係総務部関係総務部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 私学支援私学支援私学支援私学支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金沖縄県私立学校施設改築促進事業基金沖縄県私立学校施設改築促進事業基金沖縄県私立学校施設改築促進事業基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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 健康診断予算健康診断予算健康診断予算健康診断予算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)))) 沖縄県自治会連合会沖縄県自治会連合会沖縄県自治会連合会沖縄県自治会連合会がががが結成結成結成結成されたがされたがされたがされたが県県県県のののの対応対応対応対応とととと支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 企画部関係企画部関係企画部関係企画部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入にににに当当当当たりたりたりたり各地方自治体各地方自治体各地方自治体各地方自治体、、、、広域圏広域圏広域圏広域圏とのとのとのとの調整調整調整調整はははは不可欠不可欠不可欠不可欠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対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

5555 土木建築部関係土木建築部関係土木建築部関係土木建築部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍関係工事米軍関係工事米軍関係工事米軍関係工事ののののボンドボンドボンドボンド支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの橋梁橋梁橋梁橋梁・・・・トンネルトンネルトンネルトンネル等老朽化等老朽化等老朽化等老朽化がががが懸念懸念懸念懸念されているがされているがされているがされているが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。。。。

6666 農林水産部関係農林水産部関係農林水産部関係農林水産部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸島海域尖閣諸島海域尖閣諸島海域尖閣諸島海域のみならずのみならずのみならずのみならず本島近海本島近海本島近海本島近海でもでもでもでも漁業従事者漁業従事者漁業従事者漁業従事者のののの安全性安全性安全性安全性がががが問問問問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うううう。。。。

7777 商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 長寿長寿長寿長寿・・・・健康産業支援健康産業支援健康産業支援健康産業支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 知事公室関係知事公室関係知事公室関係知事公室関係についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場建設現場場建設現場場建設現場場建設現場でででで発見発見発見発見されたされたされたされたドラムドラムドラムドラム缶問題缶問題缶問題缶問題のののの県県県県のののの対応対応対応対応とととと進進進進についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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 第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 戦略的戦略的戦略的戦略的なななな産業産業産業産業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄ののののイグサイグサイグサイグサ((((ビークビークビークビーク))))のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 基地基地基地基地とととと住民住民住民住民のののの生活生活生活生活についてについてについてについて

((((1111)))) 基地周辺基地周辺基地周辺基地周辺のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの現状現状現状現状をををを説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

3333 離島離島離島離島のののの施策施策施策施策についてについてについてについて

((((1111)))) 離島観光離島観光離島観光離島観光とととと移動手段移動手段移動手段移動手段についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南部離島交通南部離島交通南部離島交通南部離島交通のののの空空空空とととと海海海海のののの割合割合割合割合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 交通交通交通交通ルールルールルールルールについてについてについてについて

((((1111)))) 交通三悪交通三悪交通三悪交通三悪とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

ｱｱｱｱ 過積載過積載過積載過積載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
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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25252525年第年第年第年第4444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))))

07070707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 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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 今後今後今後今後のののの財政収支財政収支財政収支財政収支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

2222 平成平成平成平成25252525年度沖縄振興特別推進交付金年度沖縄振興特別推進交付金年度沖縄振興特別推進交付金年度沖縄振興特別推進交付金のののの市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業についてについてについてについて

3333 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光についてについてについてについて

((((1111)))) 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平成平成平成平成24242424年度一括交付金事業状況年度一括交付金事業状況年度一括交付金事業状況年度一括交付金事業状況についてについてについてについて

((((2222)))) 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県県県県のののの人事介入人事介入人事介入人事介入についてについてについてについて

4444 平成平成平成平成25252525年度設計労務単価年度設計労務単価年度設計労務単価年度設計労務単価のののの特別措置特別措置特別措置特別措置についてについてについてについて

5555 離島離島離島離島ヘリチャーターヘリチャーターヘリチャーターヘリチャーター便便便便についてについてについてについて

((((1111)))) 離島町村離島町村離島町村離島町村のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて

((((2222)))) 県県県県のののの具体的支援策具体的支援策具体的支援策具体的支援策についてについてについてについて

6666 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)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属軍属軍属軍属のののの綱紀粛正綱紀粛正綱紀粛正綱紀粛正についてについてについてについて

((((2222)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの一部改定一部改定一部改定一部改定についてについてについてについて

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ訓練訓練訓練訓練のののの県外県外県外県外・・・・国外国外国外国外へのへのへのへの移転移転移転移転についてについてについてについて

((((4444)))) 嘉手納基地以南嘉手納基地以南嘉手納基地以南嘉手納基地以南のののの返還計画返還計画返還計画返還計画にににに関関関関するするするする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


