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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6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（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 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
　　　　平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額はははは復帰後復帰後復帰後復帰後、、、、最高額最高額最高額最高額のののの6988698869886988億円億円億円億円となったことやとなったことやとなったことやとなったことや、、、、平成平成平成平成26262626年度概算年度概算年度概算年度概算
要求額要求額要求額要求額はははは前年度前年度前年度前年度をををを約約約約400400400400億上積億上積億上積億上積みみみみ要求要求要求要求されていることなどされていることなどされていることなどされていることなど、、、、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のののの目標達成目標達成目標達成目標達成
にににに向向向向けたけたけたけた確確確確かなかなかなかな手応手応手応手応えをえをえをえを実感実感実感実感しておりますしておりますしておりますしております。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの努力努力努力努力とととと手腕手腕手腕手腕はははは県民県民県民県民がひとしくがひとしくがひとしくがひとしく評価評価評価評価
しているところでありしているところでありしているところでありしているところであり、、、、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のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた施策展開施策展開施策展開施策展開にににに県民県民県民県民のののの期待期待期待期待がががが集集集集まっまっまっまっ
ていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、県民県民県民県民にあってはにあってはにあってはにあっては「「「「強強強強くしなやかなくしなやかなくしなやかなくしなやかな自立経済自立経済自立経済自立経済のののの構築構築構築構築」」」」にににに向向向向けたけたけたけた自助自立自助自立自助自立自助自立のののの覚覚覚覚
悟悟悟悟がががが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思いますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 新沖縄振興法施行新沖縄振興法施行新沖縄振興法施行新沖縄振興法施行２２２２年目年目年目年目にしてにしてにしてにして、、、、観光振興観光振興観光振興観光振興、、、、国際航空物流国際航空物流国際航空物流国際航空物流ハブハブハブハブのののの活性化活性化活性化活性化、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ産業産業産業産業のののの集集集集
積等積等積等積等にににに大大大大きなきなきなきな展望展望展望展望がががが開開開開けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。知事知事知事知事のののの自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済にかけるにかけるにかけるにかける決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((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中中中中でででで県民所得県民所得県民所得県民所得（（（（１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり））））をををを平成平成平成平成22222222年度年度年度年度のののの207207207207万万万万からからからから平平平平
成成成成33333333年度年度年度年度にはにはにはには271271271271万円程度万円程度万円程度万円程度にににに増加増加増加増加するとするとするとすると展望値展望値展望値展望値がががが示示示示されているされているされているされている。。。。実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての基本施基本施基本施基本施
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ますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 所得向上所得向上所得向上所得向上のののの中核中核中核中核となるべきとなるべきとなるべきとなるべき産業等産業等産業等産業等のののの展開方向展開方向展開方向展開方向とととと目標値目標値目標値目標値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。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島とととと離島離島離島離島のののの所得格差是正所得格差是正所得格差是正所得格差是正についてについてについてについて基本的基本的基本的基本的なななな振興策振興策振興策振興策とととと目標値目標値目標値目標値についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

ｳｳｳｳ 自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済にににに向向向向けけけけ、、、、中核中核中核中核となるべきとなるべきとなるべきとなるべき人材育成人材育成人材育成人材育成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 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港におけるにおけるにおけるにおける国際貨物国際貨物国際貨物国際貨物ハブハブハブハブについてについてについてについて
　　　　那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港ののののＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡのののの国際貨物国際貨物国際貨物国際貨物ハブハブハブハブはははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性とととと那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの24242424時間稼働時間稼働時間稼働時間稼働をををを
生生生生かしてかしてかしてかして、、、、我我我我がががが国及国及国及国及びびびびアジアアジアアジアアジアのののの主要都市間主要都市間主要都市間主要都市間をををを一晩一晩一晩一晩でつなぐでつなぐでつなぐでつなぐスピードスピードスピードスピード物流物流物流物流をををを実現実現実現実現しししし、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま
ななななビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルのののの創出創出創出創出がががが期待期待期待期待されていますされていますされていますされています。。。。

((((1111)))) 那覇空港国際那覇空港国際那覇空港国際那覇空港国際ハブハブハブハブのののの現状現状現状現状とととと将来展望将来展望将来展望将来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。。。。

((((2222)))) 沖縄国際航空物流沖縄国際航空物流沖縄国際航空物流沖縄国際航空物流ハブハブハブハブ活用事業活用事業活用事業活用事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県産品沖縄県産品沖縄県産品沖縄県産品のののの海外販路拡大海外販路拡大海外販路拡大海外販路拡大のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ及及及及びびびび県産品輸出実績県産品輸出実績県産品輸出実績県産品輸出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。。。。

ｲｲｲｲ 楽天楽天楽天楽天・・・・ヤフーヤフーヤフーヤフー等等等等のののの全国特産品全国特産品全国特産品全国特産品のののの輪出拠点化輪出拠点化輪出拠点化輪出拠点化とととと連携連携連携連携したしたしたした県産品県産品県産品県産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大のののの現状現状現状現状とととと展望展望展望展望
についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県産生鮮食料品県産生鮮食料品県産生鮮食料品県産生鮮食料品・・・・加工品等加工品等加工品等加工品等のののの輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大のののの可能性可能性可能性可能性とととと戦略品目戦略品目戦略品目戦略品目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、、、、
産地証明産地証明産地証明産地証明・・・・衛生管理証明衛生管理証明衛生管理証明衛生管理証明・・・・放射能検査証明等放射能検査証明等放射能検査証明等放射能検査証明等のののの迅速化迅速化迅速化迅速化をををを図図図図るためのるためのるためのるための体制整備体制整備体制整備体制整備がががが急急急急がががが
れますれますれますれます。。。。取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 交通政策交通政策交通政策交通政策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・・・・産業振興産業振興産業振興産業振興にとってにとってにとってにとって航空路線航空路線航空路線航空路線、、、、客席客席客席客席のののの拡大拡大拡大拡大はははは重要重要重要重要とととと言言言言われるがわれるがわれるがわれるが県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについみについみについみについ
ててて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ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空会社航空会社航空会社航空会社のののの参入参入参入参入のののの現状現状現状現状とととと見通見通見通見通しししし、、、、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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 離島住民交通離島住民交通離島住民交通離島住民交通コストコストコストコスト負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの事業実績事業実績事業実績事業実績とととと事業効果事業効果事業効果事業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。。。。またまたまたまた、、、、
今後今後今後今後のののの事業事業事業事業のののの継続性継続性継続性継続性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)))) 離島便離島便離島便離島便ににににＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空会社航空会社航空会社航空会社のののの参入参入参入参入によりによりによりにより航空運賃体系航空運賃体系航空運賃体系航空運賃体系がががが不透明不透明不透明不透明になったとのになったとのになったとのになったとの声声声声ややややＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航航航航
空空空空のののの撤退後撤退後撤退後撤退後のののの運賃高騰等運賃高騰等運賃高騰等運賃高騰等のののの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。離島住民交通離島住民交通離島住民交通離島住民交通コストコストコストコスト負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業のありのありのありのあり方方方方をををを検検検検
討討討討するするするする必要必要必要必要はないかはないかはないかはないか。。。。

((((4444)))) 小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島のののの航路航路航路航路はははは不採算不採算不採算不採算によるによるによるによる撤退撤退撤退撤退やややや機材機材機材機材トラブルトラブルトラブルトラブル等等等等によるによるによるによる欠航欠航欠航欠航がががが多多多多くくくく離島住民離島住民離島住民離島住民のののの生生生生
活活活活・・・・産業振興産業振興産業振興産業振興のののの足足足足かせとなっているかせとなっているかせとなっているかせとなっている。。。。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いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、県直轄県直轄県直轄県直轄でででで航空会航空会航空会航空会
社社社社をををを運営運営運営運営することのすることのすることのすることの可能性可能性可能性可能性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)))) 離島児童生徒離島児童生徒離島児童生徒離島児童生徒・・・・高校生高校生高校生高校生のののの大会派遣等大会派遣等大会派遣等大会派遣等のののの航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃のののの割引割引割引割引、、、、気象気象気象気象、、、、日程変更等日程変更等日程変更等日程変更等にににに伴伴伴伴うううう配慮配慮配慮配慮
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などのなどのなどのなどの運賃低減化運賃低減化運賃低減化運賃低減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。。。。

4444 宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港のののの国際線受国際線受国際線受国際線受けけけけ入入入入れれれれ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
　　　　９９９９月月月月18181818日日日日、、、、20202020日日日日ととととアシアナアシアナアシアナアシアナ航空航空航空航空のののの観光客観光客観光客観光客170170170170名余名余名余名余をををを乗乗乗乗せたせたせたせたチャーターチャーターチャーターチャーター臨時便臨時便臨時便臨時便がががが宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港
にににに就航就航就航就航しししし盛大盛大盛大盛大なななな歓迎歓迎歓迎歓迎セレモニーセレモニーセレモニーセレモニーがががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。国際線施設整備計画概要国際線施設整備計画概要国際線施設整備計画概要国際線施設整備計画概要とととと実施計画実施計画実施計画実施計画についについについについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 離島離島離島離島とととと沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島のののの石油製品価格石油製品価格石油製品価格石油製品価格のののの格差是正格差是正格差是正格差是正についてについてについてについて
　　　　石油製品石油製品石油製品石油製品のののの高騰高騰高騰高騰とととと相相相相まってまってまってまって離島離島離島離島はははは沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島にににに比比比比べべべべ（（（（例例例例えばえばえばえばレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンでででで20202020円以上円以上円以上円以上
（（（（リッターリッターリッターリッター当当当当たりたりたりたり））））））））高高高高いことからいことからいことからいことから経済的経済的経済的経済的にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

((((1111)))) 石油製品石油製品石油製品石油製品のののの価格差価格差価格差価格差のののの発生要因発生要因発生要因発生要因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)))) 石油製品価格差石油製品価格差石油製品価格差石油製品価格差のののの縮小縮小縮小縮小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。。。。

6666 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて
　ＪＡＬ　ＪＡＬ　ＪＡＬ　ＪＡＬののののパイロットパイロットパイロットパイロット訓練訓練訓練訓練のののの撤退撤退撤退撤退にににに伴伴伴伴いいいい、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡのののの訓練継続訓練継続訓練継続訓練継続もももも不確定不確定不確定不確定なななな状況状況状況状況となっているとなっているとなっているとなっている。。。。空港空港空港空港
管理者管理者管理者管理者としてのとしてのとしてのとしての県県県県のののの速速速速やかなやかなやかなやかな対応対応対応対応がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。

((((1111)))) 県県県県はははは下地島空港利活用協議会下地島空港利活用協議会下地島空港利活用協議会下地島空港利活用協議会でででで検討検討検討検討をををを進進進進めているとめているとめているとめていると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的ななななスケスケスケスケ
ジュールジュールジュールジュールをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ＪＡＬＪＡＬＪＡＬＪＡＬははははパイロットパイロットパイロットパイロット訓練地訓練地訓練地訓練地ををををグアムグアムグアムグアムにににに移転移転移転移転するとするとするとすると報報報報じられているがじられているがじられているがじられているが、、、、事実事実事実事実であればであればであればであれば、、、、県県県県とのとのとのとの和和和和
解調停解調停解調停解調停はははは何何何何だったのかとだったのかとだったのかとだったのかと、、、、甚甚甚甚だだだだ疑問疑問疑問疑問にににに思思思思いますいますいますいます。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと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。。。。

7777 宮古圏域県営公園宮古圏域県営公園宮古圏域県営公園宮古圏域県営公園のののの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
　　　　宮古圏域宮古圏域宮古圏域宮古圏域はははは唯一唯一唯一唯一、、、、県営公園県営公園県営公園県営公園がありませんがありませんがありませんがありません。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは鋭意鋭意鋭意鋭意、、、、県営公園県営公園県営公園県営公園のののの事業実施事業実施事業実施事業実施にににに向向向向けたけたけたけた
努力努力努力努力をしていただいておりますをしていただいておりますをしていただいておりますをしていただいております。。。。進進進進状況状況状況状況とととと着工着工着工着工までのまでのまでのまで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いますいますいますいます。。。。

8888 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



3

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6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（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 県経済県経済県経済県経済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26262626年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 内閣府沖縄関係予算内閣府沖縄関係予算内閣府沖縄関係予算内閣府沖縄関係予算のののの要求額要求額要求額要求額がががが本年度当初予算本年度当初予算本年度当初予算本年度当初予算をををを407407407407億円億円億円億円もももも上回上回上回上回ったことにったことにったことにったことに対対対対してしてしてして知知知知
事事事事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 平成平成平成平成26262626年度予算要求額約年度予算要求額約年度予算要求額約年度予算要求額約3408340834083408億円億円億円億円のののの中中中中、、、、ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフトのののの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは幾幾幾幾らららら計上計上計上計上されされされされ
たのかたのかたのかたのか。。。。またまたまたまた前年度対比前年度対比前年度対比前年度対比はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化されたされたされたされた後後後後のののの屋外教育環境施設屋外教育環境施設屋外教育環境施設屋外教育環境施設のののの整備事業整備事業整備事業整備事業のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと概要概要概要概要についておについておについておについてお
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)))) 平成平成平成平成24242424年度決算審査意見書年度決算審査意見書年度決算審査意見書年度決算審査意見書についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自主財源自主財源自主財源自主財源についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 本県本県本県本県のののの自主財源自主財源自主財源自主財源のののの割合割合割合割合はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。またまたまたまた九州九州九州九州、、、、全国全国全国全国のののの平均平均平均平均はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 財政需要財政需要財政需要財政需要にとってにとってにとってにとって財源財源財源財源のののの確保確保確保確保はははは最最最最もももも重要重要重要重要でありどうふやしていくかでありどうふやしていくかでありどうふやしていくかでありどうふやしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県債残高県債残高県債残高県債残高についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 本県本県本県本県のののの県債残高県債残高県債残高県債残高はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。またまたまたまた九州九州九州九州、、、、全国全国全国全国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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 県債発行県債発行県債発行県債発行にににに係係係係るるるる基本的基本的基本的基本的なななな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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 収入未済収入未済収入未済収入未済についてについてについてについて
　　　　行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの中中中中でででで、、、、収入未済額収入未済額収入未済額収入未済額のののの縮減縮減縮減縮減がががが求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、県税県税県税県税におけるにおけるにおけるにおける収入未済収入未済収入未済収入未済
額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。またまたまたまた縮減縮減縮減縮減にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 繰越額繰越額繰越額繰越額についてについてについてについて
　　　　事業執行率事業執行率事業執行率事業執行率がががが悪悪悪悪いとのいとのいとのいとの強強強強いいいい指摘指摘指摘指摘がありがありがありがあり、、、、次年度次年度次年度次年度のののの予算執行予算執行予算執行予算執行をををを危惧危惧危惧危惧するするするする意見意見意見意見があるがあるがあるがある。。。。繰繰繰繰
越額越額越額越額がががが前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその要因要因要因要因はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた縮減対策縮減対策縮減対策縮減対策をどうをどうをどうをどう
図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか。。。。

ｵｵｵｵ 会計処理会計処理会計処理会計処理についてについてについてについて
　　　　財務会計事務財務会計事務財務会計事務財務会計事務についてについてについてについてチェックチェックチェックチェック体制体制体制体制のののの強化強化強化強化がががが求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、会計管理者会計管理者会計管理者会計管理者としてのとしてのとしてのとしての
適切適切適切適切なななな会計処理会計処理会計処理会計処理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いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 医療医療医療医療・・・・福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 医師確保医師確保医師確保医師確保についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県立病院県立病院県立病院県立病院におけるにおけるにおけるにおける医師臨床研修制度医師臨床研修制度医師臨床研修制度医師臨床研修制度についてについてについてについて、、、、近年近年近年近年のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後のののの課題課題課題課題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県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの統合問題統合問題統合問題統合問題についてについてについてについて
　　　　県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院とととと北部地区医師会病院北部地区医師会病院北部地区医師会病院北部地区医師会病院のののの統合統合統合統合についてについてについてについて、、、、県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」のののの概要概要概要概要についておについておについておについて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。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「健康長寿復活県民会議健康長寿復活県民会議健康長寿復活県民会議健康長寿復活県民会議」」」」ののののメンバーメンバーメンバーメンバーとととと活動内容活動内容活動内容活動内容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)))) 障害者障害者障害者障害者のののの就労支援就労支援就労支援就労支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 各市町村各市町村各市町村各市町村においてにおいてにおいてにおいて就労支援就労支援就労支援就労支援にににに関関関関するするするする専門窓口専門窓口専門窓口専門窓口はははは設置設置設置設置されているかされているかされているかされているか。。。。またまたまたまた設置設置設置設置があればがあればがあればがあれば
何何何何カカカカ所所所所かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｲｲｲｲ 就労支援就労支援就労支援就労支援にににに関関関関するするするする窓口窓口窓口窓口がなくがなくがなくがなく、、、、支援支援支援支援にににに取取取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諸施設諸施設諸施設諸施設がががが困困困困っているとのっているとのっているとのっているとの意見意見意見意見もあもあもあもあ
るがるがるがるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法障害者総合支援法」」」」とととと同時同時同時同時にににに「「「「障害者施設優先調達法障害者施設優先調達法障害者施設優先調達法障害者施設優先調達法」」」」がががが施行施行施行施行されたがされたがされたがされたが、、、、県県県県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いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ生産振興対策生産振興対策生産振興対策生産振興対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平成平成平成平成25252525年年年年２２２２月月月月にににに「「「「さとうきびさとうきびさとうきびさとうきび増産基金増産基金増産基金増産基金」」」」がががが創設創設創設創設されされされされ、、、、募金募金募金募金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がががが取取取取りりりり組組組組まれてまれてまれてまれて
いるがいるがいるがいるが、、、、予算規模予算規模予算規模予算規模とととと内容内容内容内容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)))) サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの干干干干ばつばつばつばつ対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 少雨傾向少雨傾向少雨傾向少雨傾向のののの中中中中、、、、干干干干ばつばつばつばつ被害被害被害被害にににに対対対対してしてしてして県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 農業用水農業用水農業用水農業用水をををを安定的安定的安定的安定的にににに供給供給供給供給しししし、、、、干干干干ばつばつばつばつ被害被害被害被害をををを回避回避回避回避するためにはするためにはするためにはするためには水源水源水源水源のののの確保確保確保確保とかんがいとかんがいとかんがいとかんがい施施施施
設設設設のののの整備整備整備整備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、、、、整備状況整備状況整備状況整備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。。。。

ｳｳｳｳ 今回今回今回今回のののの干干干干ばつはばつはばつはばつは、、、、離島地域離島地域離島地域離島地域でででで最最最最もももも深刻深刻深刻深刻でありでありでありであり、、、、中中中中でもでもでもでも伊計島伊計島伊計島伊計島、、、、南大東島南大東島南大東島南大東島ではではではでは既設既設既設既設のののの貯貯貯貯
水池水池水池水池がががが漏水漏水漏水漏水のためのためのためのため、、、、使用使用使用使用できないできないできないできない状況状況状況状況がありがありがありがあり、、、、対策対策対策対策をどうをどうをどうをどう図図図図るかるかるかるか。。。。

ｴｴｴｴ 農家経営農家経営農家経営農家経営のののの安定安定安定安定をををを図図図図るにはるにはるにはるには、、、、干干干干ばつやばつやばつやばつや台風等台風等台風等台風等のののの被害被害被害被害にににに備備備備ええええ、、、、農業共済農業共済農業共済農業共済へのへのへのへの加入促進加入促進加入促進加入促進
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、、、、加入状況加入状況加入状況加入状況とととと促進促進促進促進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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構についてについてについてについて
　　　　国国国国はははは成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして農業改革農業改革農業改革農業改革をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、概算要求概算要求概算要求概算要求のののの中中中中でででで農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構をををを創創創創
設設設設とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 産業振興産業振興産業振興産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) アジアアジアアジアアジア情報通信情報通信情報通信情報通信ハブハブハブハブ形成促進事業形成促進事業形成促進事業形成促進事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国際海底光国際海底光国際海底光国際海底光ケーブルケーブルケーブルケーブル整備整備整備整備でででで、、、、アジアアジアアジアアジア－－－－沖縄沖縄沖縄沖縄－－－－東京東京東京東京をつなぐとされるをつなぐとされるをつなぐとされるをつなぐとされる同事業同事業同事業同事業のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ うるまうるまうるまうるま市兼箇段市兼箇段市兼箇段市兼箇段にににに建設計画予定建設計画予定建設計画予定建設計画予定ののののクラウドクラウドクラウドクラウド基盤整備事業基盤整備事業基盤整備事業基盤整備事業とのとのとのとの関連関連関連関連とととと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
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 国際通信回線網国際通信回線網国際通信回線網国際通信回線網のののの構築構築構築構築によるによるによるによる本県本県本県本県のののの情報通信産業振興情報通信産業振興情報通信産業振興情報通信産業振興へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果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。。。。

5555 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)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテストについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテスト最下位最下位最下位最下位のののの結果結果結果結果にににに対対対対するするするする教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 全国全国全国全国のののの地域格差地域格差地域格差地域格差がががが縮小縮小縮小縮小しているとしているとしているとしていると言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、具体的具体的具体的具体的にはどのようににはどのようににはどのようににはどのように改善改善改善改善されているされているされているされている
かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 本県本県本県本県とともにとともにとともにとともに厳厳厳厳しいしいしいしい状況下状況下状況下状況下にあったにあったにあったにあった高知県高知県高知県高知県がががが飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに伸伸伸伸びたびたびたびた要因要因要因要因についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの御御御御
意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育のののの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後、、、、家庭教育力向上家庭教育力向上家庭教育力向上家庭教育力向上のためのためのためのため、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方策方策方策方策をををを考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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
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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6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　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学力向上学力向上学力向上学力向上についてについてについてについて

((((1111)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテスト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

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でよいでよいでよいでよい所所所所とあまりよくないとあまりよくないとあまりよくないとあまりよくない所所所所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

((((3333)))) 学力学力学力学力テストテストテストテストのののの成績成績成績成績をををを向上向上向上向上させるさせるさせるさせる仕組仕組仕組仕組みについてみについてみについてみについて

((((4444)))) 長期目標長期目標長期目標長期目標のののの設定設定設定設定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
　（　（　（　（例例例例　　　　30303030年後年後年後年後にににに全国全国全国全国ナンバーワンナンバーワンナンバーワンナンバーワンになるになるになるになる。）。）。）。）

2222 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの鉄軌道構想鉄軌道構想鉄軌道構想鉄軌道構想についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみ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

((((2222)))) 国国国国のののの調査及調査及調査及調査及びびびび今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて

((((3333)))) 県及県及県及県及びびびび国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて

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
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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6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 翁長翁長翁長翁長　　　　政俊政俊政俊政俊（（（（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 沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算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26262626年度年度年度年度、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興にににに関関関関するするするする内閣府一括計上内閣府一括計上内閣府一括計上内閣府一括計上3408340834083408億円億円億円億円のののの概算要求目標概算要求目標概算要求目標概算要求目標とととと予算確保予算確保予算確保予算確保
にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした、、、、平成平成平成平成24242424年度事業年度事業年度事業年度事業のののの事後評価達成度及事後評価達成度及事後評価達成度及事後評価達成度及びびびび評価評価評価評価のののの
ありありあり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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府がががが近近近近くくくく緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策のためののためののためののための「「「「大型補正予算大型補正予算大型補正予算大型補正予算」」」」をををを予定予定予定予定されているようですされているようですされているようですされているようです。。。。県県県県のののの補正補正補正補正
予算確保予算確保予算確保予算確保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いますいますいますいます。。。。

2222 地域安全政策地域安全政策地域安全政策地域安全政策についてについてについてについて

((((1111)))) 知事訪米予算知事訪米予算知事訪米予算知事訪米予算がががが未執行未執行未執行未執行ですがですがですがですが、、、、知事知事知事知事のののの訪米日程訪米日程訪米日程訪米日程がががが検討検討検討検討されているのかおされているのかおされているのかおされているのかお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。

((((2222)))) 公室長公室長公室長公室長のののの訪米訪米訪米訪米でででで得得得得られたられたられたられた新新新新たなたなたなたな情報及情報及情報及情報及びびびび米政府米政府米政府米政府、、、、議会議会議会議会のののの感触感触感触感触などなどなどなど県議会県議会県議会県議会にもにもにもにも報告報告報告報告をををを求求求求
めますめますめますめます。。。。

3333 農林水産振興農林水産振興農林水産振興農林水産振興についてについてについてについて

((((1111)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定のののの見直見直見直見直しししし、、、、操業操業操業操業ルールルールルールルールのののの取取取取りりりり決決決決めめめめ協議協議協議協議、、、、漁船衝突事故等漁船衝突事故等漁船衝突事故等漁船衝突事故等のののの一連一連一連一連のののの懸案懸案懸案懸案にににに
対対対対するするするする県県県県のののの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 南北大東村南北大東村南北大東村南北大東村におけるにおけるにおけるにおける、、、、農業基盤整備農業基盤整備農業基盤整備農業基盤整備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整備方針及整備方針及整備方針及整備方針及びびびび干干干干ばつばつばつばつ対策対策対策対策についてについてについてについて
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活健康長寿世界一復活プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの具体的具体的具体的具体的なななな事業内容事業内容事業内容事業内容とととと、、、、全県民参加型運動全県民参加型運動全県民参加型運動全県民参加型運動のののの構築構築構築構築とととと意識意識意識意識
改革改革改革改革をどうをどうをどうをどう図図図図っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか、、、、またまたまたまた、、、、高高高高いいいい目標数値目標数値目標数値目標数値のののの達成達成達成達成にどうにどうにどうにどう取取取取りりりり組組組組まれるのかまれるのかまれるのかまれるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 新県立図書館整備計画新県立図書館整備計画新県立図書館整備計画新県立図書館整備計画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、、、、整備整備整備整備にににに当当当当たってのたってのたってのたっての新新新新たなたなたなたな視点視点視点視点とととと役割役割役割役割、、、、開発開発開発開発コンセコンセコンセコンセ
プトプトプトプトやややや導入機能導入機能導入機能導入機能などのなどのなどのなどの整備方針整備方針整備方針整備方針をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路増設工事滑走路増設工事滑走路増設工事滑走路増設工事のののの工程工程工程工程とととと完成後完成後完成後完成後のののの事業効果及事業効果及事業効果及事業効果及びびびび工事工事工事工事のののの地元企業地元企業地元企業地元企業へのへのへのへの優先優先優先優先
発注発注発注発注、、、、県産品資材県産品資材県産品資材県産品資材のののの優先使用等優先使用等優先使用等優先使用等のよりのよりのよりのより高高高高いいいい実効性実効性実効性実効性をををを上上上上げるためのげるためのげるためのげるための県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

7777 那覇港湾整備計画那覇港湾整備計画那覇港湾整備計画那覇港湾整備計画についてについてについてについて

((((1111)))) 浦添市浦添市浦添市浦添市のののの埋立事業計画埋立事業計画埋立事業計画埋立事業計画（（（（第第第第２２２２ステージステージステージステージ））））のののの環境環境環境環境アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント事業事業事業事業のののの凍結凍結凍結凍結、、、、用途変更用途変更用途変更用途変更のののの提起提起提起提起
などはなどはなどはなどは、、、、全体計画全体計画全体計画全体計画にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが予測予測予測予測されますがされますがされますがされますが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応とととと考考考考ええええ方方方方をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださかせくださかせくださかせくださ
いいいい。。。。

((((2222)))) 総合物流総合物流総合物流総合物流センターセンターセンターセンター整備事業整備事業整備事業整備事業がいよいよがいよいよがいよいよがいよいよ動動動動きききき出出出出しますがしますがしますがしますが、、、、同事業同事業同事業同事業のののの整備目標整備目標整備目標整備目標、、、、コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト、、、、
完成後完成後完成後完成後のののの運営方針運営方針運営方針運営方針をををを問問問問いますいますいますいます。。。。

8888 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25252525年第年第年第年第6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関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 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客にににに対応対応対応対応するするするする通訳士通訳士通訳士通訳士のののの拡充拡充拡充拡充はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ボランティアボランティアボランティアボランティア通訳友通訳友通訳友通訳友のののの会会会会」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、県県県県のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客にににに対応対応対応対応するするするする総合案内所総合案内所総合案内所総合案内所をををを空港空港空港空港やややや国際通国際通国際通国際通りにりにりにりに設置設置設置設置できないかできないかできないかできないか。。。。

((((4444)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客へのへのへのへの医療支援医療支援医療支援医療支援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。。。。

((((5555)))) 戦略的戦略的戦略的戦略的ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ誘致促進事業誘致促進事業誘致促進事業誘致促進事業のののの一環一環一環一環であるであるであるである２２２２万人規模万人規模万人規模万人規模のののの施設整備施設整備施設整備施設整備についてについてについてについて、、、、内容内容内容内容とととと効果効果効果効果
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市がががが誘致誘致誘致誘致したいとしたいとしたいとしたいと名乗名乗名乗名乗りをりをりをり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、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 国際通国際通国際通国際通りにおけるりにおけるりにおけるりにおける観光観光観光観光バスバスバスバスのののの専用乗降場及専用乗降場及専用乗降場及専用乗降場及びびびび待機場待機場待機場待機場のののの確保確保確保確保はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題でありでありでありであり早急早急早急早急なななな
対策対策対策対策がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町のののの海底遺跡海底遺跡海底遺跡海底遺跡についてについてについてについて、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ等等等等のののの外国外国外国外国からからからからマスコミマスコミマスコミマスコミ取材取材取材取材もあるともあるともあるともあると聞聞聞聞いているいているいているいている
がががが、、、、観光資源観光資源観光資源観光資源としてもっととしてもっととしてもっととしてもっと活用活用活用活用できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの警備体制警備体制警備体制警備体制、、、、危機管理危機管理危機管理危機管理はははは十分十分十分十分かかかか、、、、県警県警県警県警はどうかかわっているかはどうかかわっているかはどうかかわっているかはどうかかわっているか。。。。

2222 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

((((1111)))) 干干干干ばつばつばつばつ被害被害被害被害についてについてについてについて、、、、課題課題課題課題とととと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。。。。

((((2222)))) 南大東島南大東島南大東島南大東島におけるにおけるにおけるにおける貯水池貯水池貯水池貯水池のののの漏水改修漏水改修漏水改修漏水改修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がががが遅遅遅遅いとのいとのいとのいとの指摘指摘指摘指摘があるががあるががあるががあるが見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 世界的世界的世界的世界的なななな異常気象異常気象異常気象異常気象をををを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、今後今後今後今後もももも干干干干ばつがばつがばつがばつが起起起起きるときるときるときると想定想定想定想定されますされますされますされます。。。。県県県県はははは干干干干ばつばつばつばつ等等等等のののの
非常事態非常事態非常事態非常事態にどうにどうにどうにどう対処対処対処対処していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。

((((4444)))) 日台魚業協定日台魚業協定日台魚業協定日台魚業協定のののの適用水域内適用水域内適用水域内適用水域内でででで台湾漁船台湾漁船台湾漁船台湾漁船がががが八重山漁船八重山漁船八重山漁船八重山漁船にににに衝突衝突衝突衝突したことはしたことはしたことはしたことは、、、、県内県内県内県内のののの漁業者漁業者漁業者漁業者
にににに大大大大きなきなきなきな不安不安不安不安とととと衝撃衝撃衝撃衝撃をををを与与与与えていますえていますえていますえています。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに協定協定協定協定をををを結結結結んだんだんだんだ政府政府政府政府のののの責任責任責任責任はははは重重重重いといといといと
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いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、被害被害被害被害にににに遭遭遭遭ったったったった漁船漁船漁船漁船にににに対対対対しししし政府政府政府政府がががが十分十分十分十分なななな補償補償補償補償をすべきでをすべきでをすべきでをすべきで
はないかはないかはないかはないか。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは補正予算補正予算補正予算補正予算でででで、、、、水域巡視水域巡視水域巡視水域巡視をををを実施実施実施実施するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、目的目的目的目的をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。本来本来本来本来、、、、漁民漁民漁民漁民やややや県県県県
のののの要請要請要請要請をををを無視無視無視無視してしてしてして協定協定協定協定をををを進進進進めためためためた国国国国がががが取取取取りりりり組組組組むべきものとむべきものとむべきものとむべきもの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いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 漁業協定漁業協定漁業協定漁業協定のののの撤回撤回撤回撤回やややや見直見直見直見直しがしがしがしが求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

3333 雇用対策雇用対策雇用対策雇用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非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの割合割合割合割合はははは44444444....5555％％％％とととと全国一高全国一高全国一高全国一高くくくく、、、、早急早急早急早急なななな対策対策対策対策がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。県県県県はははは、、、、正規正規正規正規
雇用拡大雇用拡大雇用拡大雇用拡大にににに向向向向けてけてけてけて、、、、経済経済経済経済６６６６団体団体団体団体にににに要請要請要請要請をををを行行行行ったとったとったとったと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、反応反応反応反応はどうだったのかはどうだったのかはどうだったのかはどうだったのか、、、、具体的具体的具体的具体的
なななな対処対処対処対処はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ・・・・効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 残業代残業代残業代残業代もももも払払払払わずわずわずわず過重労働過重労働過重労働過重労働をををを強強強強いいいい、、、、若者若者若者若者をををを使使使使いいいい捨捨捨捨てにするてにするてにするてにする「「「「ブラックブラックブラックブラック企業企業企業企業」」」」がががが社会問題社会問題社会問題社会問題にににに
なっていますなっていますなっていますなっています。。。。劣悪劣悪劣悪劣悪なななな労働環境労働環境労働環境労働環境でででで働働働働くくくく方方方方々々々々のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口、、、、支援体制支援体制支援体制支援体制はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。現現現現
状状状状とととと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。。。。

((((3333)))) 基地従業員基地従業員基地従業員基地従業員のののの労働環境労働環境労働環境労働環境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のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。人権人権人権人権やややや精神的労働環境精神的労働環境精神的労働環境精神的労働環境
がががが守守守守られていないとのられていないとのられていないとのられていないとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、現状現状現状現状とととと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。。。。

4444 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)))) 国国国国やややや県県県県はははは、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度よりよりよりより技能労働者技能労働者技能労働者技能労働者へのへのへのへの適切適切適切適切なななな賃金水準賃金水準賃金水準賃金水準のののの確保確保確保確保のためのためのためのため、、、、公共工事公共工事公共工事公共工事のののの
労務単価労務単価労務単価労務単価をををを大幅大幅大幅大幅にににに上上上上げましたげましたげましたげました。。。。県内県内県内県内のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、下請下請下請下請やややや孫請孫請孫請孫請までまでまでまで新労務単新労務単新労務単新労務単
価価価価がががが適用適用適用適用されているかされているかされているかされているか、、、、実態調査実態調査実態調査実態調査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、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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((((2222)))) ダンプダンプダンプダンプのののの過積載過積載過積載過積載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いますいますいますいます。「。「。「。「労務単価労務単価労務単価労務単価をををを引引引引きききき上上上上げないげないげないげない限限限限りりりり、、、、問題問題問題問題はははは
解決解決解決解決しないしないしないしない」」」」とのとのとのとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、国国国国やややや県発注県発注県発注県発注のののの公共工事公共工事公共工事公共工事はははは適正適正適正適正なななな労務単価労務単価労務単価労務単価がががが確保確保確保確保されるもされるもされるもされるも
のとのとのとの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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地ではではではでは老朽化老朽化老朽化老朽化によるによるによるによる天井天井天井天井やややや壁壁壁壁のののの剥離剥離剥離剥離、、、、手手手手すりのすりのすりのすりの破損破損破損破損やさびでやさびでやさびでやさびで手手手手をををを切切切切るるるる等等等等、、、、さまざさまざさまざさまざ
まなまなまなまな問題問題問題問題がががが発生発生発生発生していますしていますしていますしています。。。。現状現状現状現状とととと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。。。。大大大大きなきなきなきな事故事故事故事故がががが起起起起きるきるきるきる前前前前にににに総点検総点検総点検総点検しししし対対対対
応応応応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思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの管理運営管理運営管理運営管理運営についてについてについてについて、、、、本来本来本来本来、、、、県行政県行政県行政県行政がががが責任責任責任責任をををを負負負負うべきうべきうべきうべき部分部分部分部分をををを団地自治会団地自治会団地自治会団地自治会がががが
担担担担っているとっているとっているとっている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いますいますいますいます。。。。共益費未納共益費未納共益費未納共益費未納はははは改善改善改善改善されているかされているかされているかされているか、、、、あわせておあわせておあわせておあわせてお聞聞聞聞
かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

5555 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島やややや遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地からからからから都市部都市部都市部都市部のののの病院病院病院病院にににに治療治療治療治療・・・・入院入院入院入院するするするする場合場合場合場合、、、、患者患者患者患者やややや御家族御家族御家族御家族にににに大変大変大変大変なななな経済的経済的経済的経済的
負担負担負担負担がががが生生生生じますじますじますじます。。。。安心安心安心安心してしてしてして過過過過ごせるごせるごせるごせる宿泊型滞在施設宿泊型滞在施設宿泊型滞在施設宿泊型滞在施設のののの提供提供提供提供はははは重要重要重要重要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県ははははファミファミファミファミ
リーハウスリーハウスリーハウスリーハウス「「「「がじゅまるのがじゅまるのがじゅまるのがじゅまるの家家家家」」」」のののの状況状況状況状況をををを見見見見ながらながらながらながら検討検討検討検討するとしていたがするとしていたがするとしていたがするとしていたが、、、、どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

((((2222)))) 盲養護老人盲養護老人盲養護老人盲養護老人ホホホホ－－－－ムムムムのののの設置設置設置設置はははは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、、、、全国及全国及全国及全国及びびびび本県本県本県本県のののの状況状況状況状況、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

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)))) 離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センタセンタセンタセンタ－（－（－（－（仮称仮称仮称仮称））））のののの内容内容内容内容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行やややや合宿合宿合宿合宿、、、、各種大会各種大会各種大会各種大会にににに
参加参加参加参加のためののためののためののための宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設としてとしてとしてとして利用利用利用利用できるようになっているかできるようになっているかできるようになっているかできるようになっているか。。。。

((((2222)))) 離島高校生就学支援離島高校生就学支援離島高校生就学支援離島高校生就学支援についてについてについてについて、、、、年間年間年間年間15151515万円万円万円万円からからからから24242424万円万円万円万円にににに拡充拡充拡充拡充されされされされ、、、、関係者関係者関係者関係者のののの皆皆皆皆さんかさんかさんかさんか
らららら大変喜大変喜大変喜大変喜ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。しかししかししかししかし、、、、補助対象補助対象補助対象補助対象からからからから食費食費食費食費がががが省省省省かれたためかれたためかれたためかれたため、、、、寮寮寮寮をををを利用利用利用利用しているしているしているしている生生生生
徒徒徒徒はははは受給額受給額受給額受給額がががが減少減少減少減少するというするというするというするというケースケースケースケースがががが生生生生じていますじていますじていますじています。。。。経済的経済的経済的経済的にににに余裕余裕余裕余裕がないがないがないがない家庭家庭家庭家庭がががが寮寮寮寮をををを利利利利
用用用用していることをしていることをしていることをしていることを考考考考えるとえるとえるとえると矛盾矛盾矛盾矛盾しているとしているとしているとしていると思思思思うがうがうがうが、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 私学助成私学助成私学助成私学助成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からからからから経常費助成費等経常費助成費等経常費助成費等経常費助成費等をををを財源措置同等額以上財源措置同等額以上財源措置同等額以上財源措置同等額以上のののの助成助成助成助成とするよとするよとするよとするよ
うううう要請要請要請要請があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間、、、、都道府県比較都道府県比較都道府県比較都道府県比較でででで助成額助成額助成額助成額のののの順位順位順位順位がががが低低低低
下下下下しているがしているがしているがしているが、、、、理由理由理由理由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。。。。

7777 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6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 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 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策とととと県財政県財政県財政県財政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でででで示示示示したしたしたした、、、、主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題ごとのごとのごとのごと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、ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡ、ＰＤＣＡ
によるによるによるによる検証結果検証結果検証結果検証結果をををを今後今後今後今後のののの施策施策施策施策にどうにどうにどうにどう生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県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としとしとしと沖縄沖縄沖縄沖縄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施実施実施実施にににに向向向向けてのけてのけてのけての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 立入検査等立入検査等立入検査等立入検査等のののの報告報告報告報告についてについてについてについて

((((1111)))) 決算書決算書決算書決算書（（（（案案案案））））はははは理事会理事会理事会理事会にににに諮諮諮諮るるるる前前前前にににに監事監事監事監事のののの監査監査監査監査をををを経経経経ていたかていたかていたかていたか。。。。

((((2222)))) 県県県県にににに提出提出提出提出されたされたされたされた監事監査報告書監事監査報告書監事監査報告書監事監査報告書にはにはにはには、、、、監査監査監査監査のののの方法方法方法方法のののの概要概要概要概要としてとしてとしてとして
「「「「私私私私はははは、、、、理事会理事会理事会理事会そのそのそのその他他他他のののの重要重要重要重要なななな会議会議会議会議にににに出席出席出席出席するほかするほかするほかするほか、、、、理事等理事等理事等理事等からそのからそのからそのからその職務職務職務職務のののの執行状況執行状況執行状況執行状況をををを
聴取聴取聴取聴取しししし、、、、重要重要重要重要なななな決裁書類等決裁書類等決裁書類等決裁書類等をををを閲覧閲覧閲覧閲覧しししし本部及本部及本部及本部及びびびび主要主要主要主要なななな施設施設施設施設においてにおいてにおいてにおいて業務及業務及業務及業務及びびびび財産財産財産財産のののの状況状況状況状況
をををを調査調査調査調査しししし、、、、事業報告事業報告事業報告事業報告をををを求求求求めましためましためましためました。。。。またまたまたまた、、、、事業報告書並事業報告書並事業報告書並事業報告書並びにびにびにびに会計簿等会計簿等会計簿等会計簿等のののの調査調査調査調査をををを行行行行いいいい、、、、計計計計
算書類算書類算書類算書類すなわちすなわちすなわちすなわち財産目録財産目録財産目録財産目録、、、、賃借対照表及賃借対照表及賃借対照表及賃借対照表及びびびび損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書のののの監査監査監査監査をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。」。」。」。」とととと報告報告報告報告
しているがしているがしているがしているが、、、、報告報告報告報告どおりどおりどおりどおり施行施行施行施行されたかされたかされたかされたか。。。。

((((3333)))) 債権債務債権債務債権債務債権債務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

ｱｱｱｱ 借入金借入金借入金借入金はははは事業運営上事業運営上事業運営上事業運営上のののの必要必要必要必要によりなされたものであるかによりなされたものであるかによりなされたものであるかによりなされたものであるか。。。。

ｲｲｲｲ 借入金借入金借入金借入金はははは理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。

ｳｳｳｳ 借入金借入金借入金借入金はははは全全全全てててて証書証書証書証書でででで行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。

ｴｴｴｴ 理事長理事長理事長理事長がががが代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役をををを務務務務めるめるめるめるＡＡＡＡ会社会社会社会社へへへへ１１１１億円億円億円億円、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ会社会社会社会社へへへへ1900190019001900万円等資金万円等資金万円等資金万円等資金のののの貸貸貸貸しししし出出出出しのしのしのしの
有無有無有無有無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。。。。またまたまたまた貸貸貸貸しししし出出出出しししし年月日年月日年月日年月日とととと受取利息受取利息受取利息受取利息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。。。。

ｵｵｵｵ 仮払金仮払金仮払金仮払金、、、、立立立立てかえてかえてかえてかえ金金金金のののの有無有無有無有無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。。。。

ｶｶｶｶ 不動産不動産不動産不動産のののの売買及売買及売買及売買及びびびび購入購入購入購入についてについてについてについて、、、、理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てなされているかてなされているかてなされているかてなされているか報告報告報告報告されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 県県県県にににに提出提出提出提出されたされたされたされた事業報告書等事業報告書等事業報告書等事業報告書等、、、、またまたまたまた監査報告書監査報告書監査報告書監査報告書がががが理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて提出提出提出提出されたかされたかされたかされたか報報報報
告告告告されたいされたいされたいされたい。。。。

((((5555)))) 平成平成平成平成22222222年年年年７７７７月月月月７７７７日付日付日付日付でででで提出提出提出提出されたほくとされたほくとされたほくとされたほくと会会会会のののの役員変更届役員変更届役員変更届役員変更届はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの議決議決議決議決をなされているをなされているをなされているをなされている
かかかか報告報告報告報告されたいされたいされたいされたい。。。。

((((6666)))) 医療法人医療法人医療法人医療法人ほくとほくとほくとほくと会会会会のののの経営状況経営状況経営状況経営状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 退職金等退職金等退職金等退職金等のののの未払未払未払未払いいいい。。。。

ｲｲｲｲ 取引業者取引業者取引業者取引業者（（（（電気電気電気電気・・・・ガスガスガスガスなどなどなどなど）、）、）、）、社会保険等社会保険等社会保険等社会保険等、、、、国国国国・・・・県県県県・・・・市町村等税金市町村等税金市町村等税金市町村等税金のののの滞納及滞納及滞納及滞納及びびびび遅払遅払遅払遅払いいいい、、、、賃賃賃賃
借料借料借料借料（（（（土地等土地等土地等土地等））））のののの遅払遅払遅払遅払いいいい及及及及びびびび未払未払未払未払いのいのいのいの有無有無有無有無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。。。。

3333 知事知事知事知事のののの監督監督監督監督についてについてについてについて

((((1111)))) 医療法第医療法第医療法第医療法第63636363条条条条、、、、第第第第64646464条条条条にににに基基基基づいてづいてづいてづいて今後今後今後今後のののの指導方針指導方針指導方針指導方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 医療法医療法医療法医療法にににに抵触抵触抵触抵触しているしているしているしている事業事業事業事業がががが見見見見られるがられるがられるがられるが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。。。。

4444 私文書偽造罪私文書偽造罪私文書偽造罪私文書偽造罪（（（（159159159159条条条条））））についてについてについてについて

((((1111)))) 私文書偽造罪私文書偽造罪私文書偽造罪私文書偽造罪のののの構成要件構成要件構成要件構成要件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 背任罪背任罪背任罪背任罪（（（（247247247247条条条条））））についてについてについてについて

((((1111)))) 背任罪背任罪背任罪背任罪のののの構成要件構成要件構成要件構成要件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 ゲートボールゲートボールゲートボールゲートボールととととグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフ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



10

((((1111)))) 中高齢者中高齢者中高齢者中高齢者のののの健康維持健康維持健康維持健康維持のためにのためにのためにのために、、、、各地域各地域各地域各地域でででで①①①①ゲートボールゲートボールゲートボールゲートボール②②②②グランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフがががが盛盛盛盛んにんにんにんに行行行行わわわわ
れているがれているがれているがれているが、、、、そのそのそのその実態実態実態実態とととと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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 小中高校生小中高校生小中高校生小中高校生にににに対対対対するするするする普及振興普及振興普及振興普及振興についてについてについてについて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

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6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 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材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと文化文化文化文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)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上・・・・学校教育学校教育学校教育学校教育のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学力向上学力向上学力向上学力向上はははは少人数指導少人数指導少人数指導少人数指導がががが最大最大最大最大のののの効果効果効果効果をををを上上上上げるとげるとげるとげると考考考考えるえるえるえる。。。。少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しとしとしとしと
必要教室必要教室必要教室必要教室をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 社会教育環境社会教育環境社会教育環境社会教育環境のののの低下低下低下低下がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課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。。。。特特特特にににに家庭教育力家庭教育力家庭教育力家庭教育力のののの向上向上向上向上はははは不可欠不可欠不可欠不可欠でででで
すすすす。。。。家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 社会全体社会全体社会全体社会全体でででで子供子供子供子供をををを育育育育むにはむにはむにはむには、、、、地域力地域力地域力地域力をををを高高高高めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。地域支援地域支援地域支援地域支援のののの拠点拠点拠点拠点ににににムラヤームラヤームラヤームラヤー
（（（（自治公民館自治公民館自治公民館自治公民館））））活用活用活用活用をををを提言提言提言提言しししし、、、、所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 昔昔昔昔からからからから沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは、「、「、「、「ヤーナレールヤーナレールヤーナレールヤーナレール　　　　フカナレーフカナレーフカナレーフカナレー」」」」というすばらしいというすばらしいというすばらしいというすばらしい言葉言葉言葉言葉がありますがありますがありますがあります。。。。県教育県教育県教育県教育
委員会委員会委員会委員会がががが推進推進推進推進するするするする““““「「「「家家家家～～～～なれなれなれなれ～」～」～」～」運動運動運動運動””””とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような運動運動運動運動かかかか伺伺伺伺うううう。　。　。　。　

ｵｵｵｵ 学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける学習支援学習支援学習支援学習支援ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの実態実態実態実態とととと県県県県のののの支援策支援策支援策支援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 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ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
　　　　2020202020202020東京五輪決定東京五輪決定東京五輪決定東京五輪決定でででで、、、、青少年青少年青少年青少年やややや若者若者若者若者にににに夢夢夢夢とととと希望希望希望希望がががが広広広広がりがりがりがり国民国民国民国民もももも大大大大きなきなきなきな期待期待期待期待をををを示示示示しているしているしているしている。。。。

((((1111)))) 2020202020202020東京五輪東京五輪東京五輪東京五輪はははは、、、、日本日本日本日本のののの文化発信文化発信文化発信文化発信とともにとともにとともにとともに世界世界世界世界にににに本県本県本県本県のののの存在存在存在存在をををを知知知知っていただくっていただくっていただくっていただく機会機会機会機会にすにすにすにす
べきとべきとべきと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)))) オリンピックオリンピックオリンピックオリンピックがががが国内開催国内開催国内開催国内開催されることでされることでされることでされることで競技技術競技技術競技技術競技技術へのへのへのへの高揚感高揚感高揚感高揚感がががが湧湧湧湧いてきますいてきますいてきますいてきます。。。。本県本県本県本県ののののアスアスアスアス
リートリートリートリート育成育成育成育成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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ダイキンゴルフトーナメントダイキンゴルフトーナメントダイキンゴルフトーナメントダイキンゴルフトーナメント開催開催開催開催にににに対対対対するするするするスポーツアイランドスポーツアイランドスポーツアイランドスポーツアイランドとしてのとしてのとしてのとしての支援策支援策支援策支援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)))) 空手道空手道空手道空手道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 世界世界世界世界のののの空手家空手家空手家空手家がががが参加参加参加参加したしたしたした第第第第１１１１回沖縄伝統空手回沖縄伝統空手回沖縄伝統空手回沖縄伝統空手・・・・古武道国際古武道国際古武道国際古武道国際セミナーセミナーセミナーセミナーのののの意義意義意義意義とととと効果効果効果効果につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 世界的世界的世界的世界的にににに普及普及普及普及しているしているしているしている空手空手空手空手ののののオリンピックオリンピックオリンピックオリンピック種目種目種目種目へのへのへのへの可能性可能性可能性可能性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 世界世界世界世界にににに広広広広がるがるがるがる空手人口空手人口空手人口空手人口はははは外国外国外国外国からのからのからのからの観光誘客観光誘客観光誘客観光誘客としてとしてとしてとして期待期待期待期待できるできるできるできる。。。。空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館をををを拠点拠点拠点拠点にににに
しししし、、、、継続的継続的継続的継続的ににににワールドワールドワールドワールド大会等大会等大会等大会等をををを開催開催開催開催してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 琉球王国琉球王国琉球王国琉球王国のののの歴史歴史歴史歴史をををを漫画本等漫画本等漫画本等漫画本等によってによってによってによって周知周知周知周知をををを広広広広めめめめ、、、、魅力魅力魅力魅力アップアップアップアップをををを図図図図ることについてることについてることについてることについて所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 三山三山三山三山をををを統一統一統一統一しししし琉球王国琉球王国琉球王国琉球王国をををを築築築築いたいたいたいた尚巴志尚巴志尚巴志尚巴志はははは歴史歴史歴史歴史のののの象徴象徴象徴象徴であるであるであるである。。。。歴史歴史歴史歴史ののののシンボルシンボルシンボルシンボルとしてとしてとしてとして尚巴尚巴尚巴尚巴
志像志像志像志像のののの建立建立建立建立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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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

((((1111)))) 畜産業畜産業畜産業畜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 飼料高騰飼料高騰飼料高騰飼料高騰にににに伴伴伴伴うううう畜産経営畜産経営畜産経営畜産経営にににに対対対対するするするする県県県県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。。。。

ｲｲｲｲ 畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家はははは環境問題環境問題環境問題環境問題とのはざまでとのはざまでとのはざまでとのはざまで経営経営経営経営にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているしているしているしている現状現状現状現状があるがあるがあるがある。。。。排排排排せつせつせつせつ物処理物処理物処理物処理のののの実実実実
態態態態とととと課題並課題並課題並課題並びにびにびにびに畜産行政畜産行政畜産行政畜産行政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。。。。

((((2222)))) 少雨傾向少雨傾向少雨傾向少雨傾向ででででサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ農家農家農家農家がががが危機感危機感危機感危機感をををを募募募募らせているらせているらせているらせている。。。。対策対策対策対策にはにはにはには農家農家農家農家のののの自衛策自衛策自衛策自衛策ととととＪＡＪＡＪＡＪＡ・・・・行政行政行政行政
のののの支援支援支援支援・・・・連携連携連携連携がががが必要必要必要必要だがだがだがだが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。。。。

((((3333)))) 水産業水産業水産業水産業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰にににに伴伴伴伴うううう漁業経営支援策漁業経営支援策漁業経営支援策漁業経営支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 無線機無線機無線機無線機のののの機能向上機能向上機能向上機能向上にににに対対対対するするするする漁業者漁業者漁業者漁業者やややや漁協漁協漁協漁協のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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4444 福祉政策福祉政策福祉政策福祉政策についてについてについてについて

((((1111)))) 子育子育子育子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

ｱｱｱｱ 国国国国はははは待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消をををを加速加速加速加速するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。本県本県本県本県がががが取取取取りりりり組組組組むむむむ具体的具体的具体的具体的なななな待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「子子子子どもどもどもども子育子育子育子育てててて会議会議会議会議」」」」はははは幼保連携型認定幼保連携型認定幼保連携型認定幼保連携型認定こどもこどもこどもこども園設置認可等園設置認可等園設置認可等園設置認可等をををを審議審議審議審議することになるがすることになるがすることになるがすることになるが、、、、県県県県
としてとしてとしてとして保育所保育所保育所保育所、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの設置形態設置形態設置形態設置形態のののの方向性方向性方向性方向性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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 健康健康健康健康・・・・長寿復活長寿復活長寿復活長寿復活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。。。。

ｱｱｱｱ 県民県民県民県民のののの意識改革意識改革意識改革意識改革がががが重要重要重要重要となるとなるとなるとなる。。。。市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携をどうをどうをどうをどう推進推進推進推進するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県施策県施策県施策県施策とととと関連関連関連関連があるがあるがあるがある「「「「南城市南城市南城市南城市ちゃちゃちゃちゃーーーーGANJUGANJUGANJUGANJU　Ｃ　Ｃ　Ｃ　ＣITYITYITYITY構想構想構想構想」」」」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。。。。

ｳｳｳｳ 地域地域地域地域のののの女性会女性会女性会女性会、、、、老人会等老人会等老人会等老人会等、、、、社会教育団体社会教育団体社会教育団体社会教育団体におけるにおけるにおけるにおけるコミュニティーコミュニティーコミュニティーコミュニティー活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして心身心身心身心身のののの健健健健
康康康康づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの伝統食伝統食伝統食伝統食をををを見直見直見直見直しししし普及普及普及普及することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな食材選食材選食材選食材選びとしてびとしてびとしてびとして有機農産物有機農産物有機農産物有機農産物にににに対対対対するするするする消費者理解消費者理解消費者理解消費者理解をををを推進推進推進推進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
考考考考えるえるえるえる。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例条例条例条例」」」」制定制定制定制定でででで共生社会共生社会共生社会共生社会のののの実実実実
現現現現にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの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。。。。

5555 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)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路整備滑走路整備滑走路整備滑走路整備においてにおいてにおいてにおいて県内建設業県内建設業県内建設業県内建設業へのへのへのへの受注機会確保受注機会確保受注機会確保受注機会確保をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図るかるかるかるか。。。。

((((2222)))) 中南部中南部中南部中南部をををを結結結結ぶぶぶぶ主要地方道糸満与那原線主要地方道糸満与那原線主要地方道糸満与那原線主要地方道糸満与那原線（（（（県道県道県道県道77777777号線号線号線号線））））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25252525年第年第年第年第6666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03030303    日日日日((((木木木木))))
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 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　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 ジョンジョンジョンジョン万次郎上陸記念碑万次郎上陸記念碑万次郎上陸記念碑万次郎上陸記念碑のののの建立建立建立建立についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、ジョンジョンジョンジョン万次郎万次郎万次郎万次郎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理解理解理解理解しているのでしょうかしているのでしょうかしているのでしょうかしているのでしょうか。。。。

((((2222)))) 大度海岸大度海岸大度海岸大度海岸にそのにそのにそのにその「「「「ジョンジョンジョンジョン万次郎上陸記念碑万次郎上陸記念碑万次郎上陸記念碑万次郎上陸記念碑」」」」がががが健立健立健立健立できるようにできるようにできるようにできるように、、、、現在現在現在現在、、、、かぶさっているかぶさっているかぶさっているかぶさっている特特特特
別区域別区域別区域別区域のののの網網網網からそのからそのからそのからその部分部分部分部分だけをだけをだけをだけを外外外外すことができるのかすことができるのかすことができるのかすことができるのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、他他他他にににに建立建立建立建立できるできるできるできる可能性可能性可能性可能性
のののの方法方法方法方法があるかについてがあるかについてがあるかについてがあるかについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) ジョンジョンジョンジョン万次郎記念碑万次郎記念碑万次郎記念碑万次郎記念碑がががが建立建立建立建立されることによりされることによりされることによりされることにより、「、「、「、「人材育成人材育成人材育成人材育成」」」」をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした青少年青少年青少年青少年へのへのへのへの教育的教育的教育的教育的
効果効果効果効果はははは大大大大きいときいときいときいと思思思思いますがいますがいますがいますが県県県県はどうはどうはどうはどう考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。

((((4444)))) 上陸記念碑上陸記念碑上陸記念碑上陸記念碑がががが建立建立建立建立されることによりされることによりされることによりされることにより、、、、高知県高知県高知県高知県のののの「「「「土佐土佐土佐土佐ジョンジョンジョンジョン万会万会万会万会」、」、」、」、東京東京東京東京のののの「「「「江東区江東区江東区江東区ジョンジョンジョンジョン万万万万
次郎次郎次郎次郎のののの会会会会」」」」などなどなどなど全国的全国的全国的全国的にににに広広広広がるがるがるがるジョンジョンジョンジョン万次郎万次郎万次郎万次郎ファンファンファンファンやややや研究家研究家研究家研究家がががが沖縄沖縄沖縄沖縄をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、県民県民県民県民とのとのとのとの交交交交
流流流流をををを通通通通してしてしてしてリピーターリピーターリピーターリピーターとなりとなりとなりとなり沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの観光産業観光産業観光産業観光産業にもにもにもにも貢献貢献貢献貢献できるとできるとできるとできると思思思思いますがいますがいますがいますが県県県県はどうはどうはどうはどう考考考考えまえまえまえま
すかすかすかすか。。。。

((((5555)))) 幸幸幸幸いにいにいにいに、、、、国国国国からのからのからのからの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金がががが「「「「人材育成人材育成人材育成人材育成」」」」とととと「「「「観光観光観光観光」」」」ををををキーワードキーワードキーワードキーワードとしてとしてとしてとして沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの発展発展発展発展のののの
ためにためにためにために活用活用活用活用できるできるできるできる予算予算予算予算がありますががありますががありますががありますが、、、、県県県県はははは、、、、そのそのそのそ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活用活用活用活用してしてしてして「「「「ジョンジョンジョンジョン万次郎上万次郎上万次郎上万次郎上
陸記念碑陸記念碑陸記念碑陸記念碑」」」」建立建立建立建立をををを前向前向前向前向きにきにきにきに検討検討検討検討することはできないかをすることはできないかをすることはできないかをすることはできないかを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 国内国内国内国内ではではではでは、、、、３３３３年後年後年後年後めどにめどにめどにめどにジョンジョンジョンジョン万次郎万次郎万次郎万次郎をををを主役主役主役主役とするとするとするとするＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマがががが制作放映制作放映制作放映制作放映されるされるされるされる企企企企
画情報画情報画情報画情報があるがあるがあるがある。。。。それそれそれそれ以前以前以前以前にににに本流本流本流本流、、、、完成完成完成完成することはすることはすることはすることは地域発展地域発展地域発展地域発展、、、、沖縄観光振興沖縄観光振興沖縄観光振興沖縄観光振興にににに大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与
するものとするものとするものとするものと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、どうかどうかどうかどうか。。。。

2222 県県県県からからからから市町村市町村市町村市町村へへへへ出向職員出向職員出向職員出向職員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基本的考基本的考基本的考基本的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)))) 副市長副市長副市長副市長のののの件件件件についてについてについてについて

((((2222)))) 庁舎内庁舎内庁舎内庁舎内でのでのでのでのネットワークネットワークネットワークネットワーク使用使用使用使用メールメールメールメールについてについてについてについて

((((3333)))) 糸満市職員糸満市職員糸満市職員糸満市職員のののの電子掲示板上電子掲示板上電子掲示板上電子掲示板上でのでのでのでの副市長退任挨拶副市長退任挨拶副市長退任挨拶副市長退任挨拶にににに対対対対するするするする文書文書文書文書についてについてについてについて

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


