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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26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 20202020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 平成平成平成平成26262626年度沖縄振興関連税制改正年度沖縄振興関連税制改正年度沖縄振興関連税制改正年度沖縄振興関連税制改正についてについてについてについて

((((1111)))) 産業集積経済金融活性化特区産業集積経済金融活性化特区産業集積経済金融活性化特区産業集積経済金融活性化特区についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 国際的観光立県国際的観光立県国際的観光立県国際的観光立県としてのとしてのとしてのとしての那覇空港施設等整備拡張那覇空港施設等整備拡張那覇空港施設等整備拡張那覇空港施設等整備拡張についてについてについてについて

((((1111)))) 既存既存既存既存のののの航空機整備基地航空機整備基地航空機整備基地航空機整備基地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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ格安航空機専用格安航空機専用格安航空機専用格安航空機専用ターミナルターミナルターミナルターミナル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)))) 自衛隊側自衛隊側自衛隊側自衛隊側へのへのへのへの拡張拡張拡張拡張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 駐留軍用地跡地利用駐留軍用地跡地利用駐留軍用地跡地利用駐留軍用地跡地利用としてのとしてのとしてのとしてのユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル・・・・スタジオスタジオスタジオスタジオ・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）（ＵＳＪ）テーマパークテーマパークテーマパークテーマパークのののの誘致誘致誘致誘致
についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 泡盛域外出荷拡大支援事業泡盛域外出荷拡大支援事業泡盛域外出荷拡大支援事業泡盛域外出荷拡大支援事業についてについてについてについて

((((1111)))) 泡盛泡盛泡盛泡盛のののの県外出荷状況県外出荷状況県外出荷状況県外出荷状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 泡盛泡盛泡盛泡盛のののの消費拡大消費拡大消費拡大消費拡大にににに貢献貢献貢献貢献するするするする「「「「泡盛泡盛泡盛泡盛マイスターマイスターマイスターマイスター協会協会協会協会」」」」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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 公共事業公共事業公共事業公共事業のののの発注発注発注発注についてについてについてについて

((((1111)))) 土木建築部土木建築部土木建築部土木建築部・・・・農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部のののの公共事業等施行状況公共事業等施行状況公共事業等施行状況公共事業等施行状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「入札不調入札不調入札不調入札不調」」」」のののの状況状況状況状況とととと解消解消解消解消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)))) 人手不足人手不足人手不足人手不足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。。。。

6666 農連市場地区防災街区整備事業農連市場地区防災街区整備事業農連市場地区防災街区整備事業農連市場地区防災街区整備事業についてについてについてについて

((((1111)))) 組合設立組合設立組合設立組合設立・・・・事業計画認可申請事業計画認可申請事業計画認可申請事業計画認可申請がおくれているがおくれているがおくれているがおくれている理由理由理由理由をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県管財課県管財課県管財課県管財課とととと那覇市那覇市那覇市那覇市のののの協議協議協議協議のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－２２２２、Ａ－、Ａ－、Ａ－、Ａ－５５５５街区基本設計街区基本設計街区基本設計街区基本設計のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 特定地域特別振興事業特定地域特別振興事業特定地域特別振興事業特定地域特別振興事業((((旧軍用地問題旧軍用地問題旧軍用地問題旧軍用地問題))))についてについてについてについて

((((1111)))) 今年度今年度今年度今年度までのまでのまでのまでの特例特例特例特例としてのとしてのとしてのとしての事業事業事業事業であるがであるがであるがであるが今後今後今後今後のののの展開展開展開展開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇市複合施設事業那覇市複合施設事業那覇市複合施設事業那覇市複合施設事業はははは特定地域特定地域特定地域特定地域のののの再構築再構築再構築再構築になるとになるとになるとになると考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう。。。。

8888 農地中間管理機構事業農地中間管理機構事業農地中間管理機構事業農地中間管理機構事業についてについてについてについて

((((1111)))) 事業事業事業事業はどこがはどこがはどこがはどこが担担担担うのかうのかうのかうのか、、、、またまたまたまた、、、、どのようなどのようなどのようなどのような整備整備整備整備とととと活動活動活動活動をするのかをするのかをするのかをするのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会のののの必要性必要性必要性必要性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 建築物建築物建築物建築物のののの解体等解体等解体等解体等ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト防止対策防止対策防止対策防止対策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの公共公共公共公共、、、、民間民間民間民間のののの石綿含有建築物等石綿含有建築物等石綿含有建築物等石綿含有建築物等のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト防止対策防止対策防止対策防止対策マニュアルマニュアルマニュアルマニュア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。。。。

((((3333)))) 県県県県アスベストアスベストアスベストアスベスト対策連絡協議会対策連絡協議会対策連絡協議会対策連絡協議会のののの活動状況活動状況活動状況活動状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 20202020分分分分 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（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 漁業再生支援事業漁業再生支援事業漁業再生支援事業漁業再生支援事業についてについてについてについて

((((1111)))) 現状現状現状現状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)))) 漁場漁場漁場漁場のののの生産力向上生産力向上生産力向上生産力向上ののののサメサメサメサメ駆除駆除駆除駆除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 在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる駐車許可申請手続駐車許可申請手続駐車許可申請手続駐車許可申請手続についてについてについてについて

((((1111)))) 医療関係従事者医療関係従事者医療関係従事者医療関係従事者にににに対対対対するするするする駐車許可駐車許可駐車許可駐車許可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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 地域公共交通総合連携計画地域公共交通総合連携計画地域公共交通総合連携計画地域公共交通総合連携計画についてについてについてについて

((((1111)))) 国道国道国道国道58585858号号号号のののの渋滞対策渋滞対策渋滞対策渋滞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)))) 県警察県警察県警察県警察がががが問題問題問題問題としているとしているとしているとしている事項事項事項事項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 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設についてについてについてについて

((((1111)))) 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うううう。。。。

5555 県道浦添西原線県道浦添西原線県道浦添西原線県道浦添西原線についてについてについてについて

((((1111)))) 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うううう。。。。



3

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 20202020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 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)))) 市町村市町村市町村市町村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理想的理想的理想的理想的になっているかになっているかになっているかになっているか。。。。

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についてについてについてについて

((((1111)))) 西普天間西普天間西普天間西普天間のののの返還跡地返還跡地返還跡地返還跡地についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 不発弾処理不発弾処理不発弾処理不発弾処理ややややアスベストアスベストアスベストアスベストのののの撤去撤去撤去撤去についてのについてのについてのについての危険除去危険除去危険除去危険除去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認識認識認識認識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 宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のまちづくりとのまちづくりとのまちづくりとのまちづくりと西普天間西普天間西普天間西普天間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

ｳｳｳｳ 重粒子線治療重粒子線治療重粒子線治療重粒子線治療やややや新薬拠点新薬拠点新薬拠点新薬拠点のののの西普天間西普天間西普天間西普天間へのへのへのへの設置可能性設置可能性設置可能性設置可能性についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 普天間高校普天間高校普天間高校普天間高校のののの移設移設移設移設（（（（西普天間西普天間西普天間西普天間へへへへ））））についてについてについてについて

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの農産物農産物農産物農産物のののの県外県外県外県外へのへのへのへの出荷状況出荷状況出荷状況出荷状況についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金でのでのでのでの農産物出荷支援農産物出荷支援農産物出荷支援農産物出荷支援とととと効果効果効果効果についてについてについてについて

((((2222)))) 植物工場植物工場植物工場植物工場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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 植物工場植物工場植物工場植物工場とそのとそのとそのとその限界限界限界限界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 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

((((1111)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後はどのようなはどのようなはどのようなはどのような考考考考えがあるかえがあるかえがあるかえがあるか伺伺伺伺うううう。。。。
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 20202020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 安全保障安全保障安全保障安全保障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)))) 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移設問題移設問題移設問題移設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配備問題配備問題配備問題配備問題でででで、「、「、「、「構造的沖縄差別構造的沖縄差別構造的沖縄差別構造的沖縄差別」」」」ということがということがということがということが語語語語らららら
れることがれることがれることがれることが多多多多くなってきたくなってきたくなってきたくなってきた。。。。またまたまたまた、、、、あるあるあるある調査調査調査調査によるとによるとによるとによると、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄がががが独立独立独立独立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考考考考えたこえたこえたこえたこ
とがあるととがあるととがあるととがあると答答答答えたえたえたえた学生学生学生学生がががが36363636％％％％にににに上上上上ったとのことであるったとのことであるったとのことであるったとのことである。。。。これらのことについてのこれらのことについてのこれらのことについてのこれらのことについての知事知事知事知事のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 日中日中日中日中のののの冷戦状態冷戦状態冷戦状態冷戦状態といってもといってもといってもといっても過言過言過言過言でないようなでないようなでないようなでないような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、政府政府政府政府はははは先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島へのへのへのへの防衛力防衛力防衛力防衛力をををを
強化強化強化強化するするするする方針方針方針方針だがだがだがだが、、、、限定的限定的限定的限定的であれであれであれであれ尖閣尖閣尖閣尖閣をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる紛争紛争紛争紛争がががが勃発勃発勃発勃発したしたしたした場合場合場合場合、、、、先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島がががが巻巻巻巻きききき込込込込
まれるまれるまれるまれる危険性危険性危険性危険性がががが懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが、、、、このこのこのこの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする県県県県としてのとしてのとしてのとしての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港についてについてについてについて、、、、宮古島市長宮古島市長宮古島市長宮古島市長はははは、、、、防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての活用活用活用活用をををを求求求求めているめているめているめている。。。。そのそのそのその
ためのためのためのための自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの活用活用活用活用もももも容認容認容認容認するとのするとのするとのするとの意向意向意向意向だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその計画計画計画計画をををを西太平洋西太平洋西太平洋西太平洋のののの防災拠点計防災拠点計防災拠点計防災拠点計
画画画画としてとしてとしてとして本格的本格的本格的本格的にににに検討検討検討検討してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

2222 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの中高一貫中高一貫中高一貫中高一貫のののの私立中学校私立中学校私立中学校私立中学校とととと公立中学校公立中学校公立中学校公立中学校のののの学費学費学費学費のののの比較比較比較比較をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる難関大学難関大学難関大学難関大学へのへのへのへの進学進学進学進学のののの割合割合割合割合はははは、、、、県勢県勢県勢県勢がががが同規模同規模同規模同規模のののの県県県県とととと比比比比べてどうかべてどうかべてどうかべてどうか。。。。

((((3333)))) 県立県立県立県立のののの進学校進学校進学校進学校をををを中高一貫校中高一貫校中高一貫校中高一貫校としてさらにとしてさらにとしてさらにとしてさらにレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップをををを図図図図るべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか。。。。先行先行先行先行してしてしてして開開開開
邦高校邦高校邦高校邦高校からからからから取取取取りりりり組組組組んでみてはどうかんでみてはどうかんでみてはどうかんでみてはどうか。。。。

((((4444)))) 教科外教科外教科外教科外のののの総合学習総合学習総合学習総合学習によってによってによってによって、、、、教科教科教科教科のののの授業時間授業時間授業時間授業時間（（（（年間授業時数年間授業時数年間授業時数年間授業時数））））にどのにどのにどのにどの程度影響程度影響程度影響程度影響がががが出出出出ていていていてい
るかるかるかるか。。。。

((((5555)))) 土曜授業土曜授業土曜授業土曜授業をををを隔週隔週隔週隔週でででで導入導入導入導入するとするとするとすると仮定仮定仮定仮定したしたしたした場合場合場合場合、、、、どのようなことがどのようなことがどのようなことがどのようなことが課題課題課題課題となるかとなるかとなるかとなるか。。。。

3333 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普及普及普及普及についてについてについてについて

((((1111)))) 海洋温度差発電実証実験海洋温度差発電実証実験海洋温度差発電実証実験海洋温度差発電実証実験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。。。。

((((2222)))) 沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学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　「　「　「　「直流型直流型直流型直流型マイクログリッドマイクログリッドマイクログリッドマイクログリッド」」」」についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内でででで実実実実
証事業証事業証事業証事業をををを展開展開展開展開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。。。。

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに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実証実験等実証実験等実証実験等実証実験等のののの専門人材専門人材専門人材専門人材をををを配置配置配置配置すべくすべくすべくすべく、、、、国国国国とととと連携連携連携連携してさらしてさらしてさらしてさら
にににに各種各種各種各種のののの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事業事業事業事業のののの展開展開展開展開をををを推進推進推進推進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。。。。

4444 文化財調査文化財調査文化財調査文化財調査についてについてについてについて

((((1111)))) 返還返還返還返還がががが合意合意合意合意されたされたされたされた米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地におけるにおけるにおけるにおける文化財発掘調査文化財発掘調査文化財発掘調査文化財発掘調査はははは時間時間時間時間とととと費用費用費用費用がかかることががかかることががかかることががかかることが見込見込見込見込まままま
れるれるれるれる。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ市町村市町村市町村市町村のののの文化財行政文化財行政文化財行政文化財行政のののの現場現場現場現場におけるにおけるにおけるにおける専門的人材不足専門的人材不足専門的人材不足専門的人材不足がががが課題課題課題課題となっていとなっていとなっていとなってい
るるるる。。。。大規模返還大規模返還大規模返還大規模返還をををを見据見据見据見据えたえたえたえた文化財発掘調査文化財発掘調査文化財発掘調査文化財発掘調査にににに向向向向けたけたけたけた財団財団財団財団のののの設立設立設立設立ががが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。。。。

5555 首里城由来首里城由来首里城由来首里城由来のののの資料資料資料資料についてについてについてについて

((((1111)))) 美美美美らららら島財団島財団島財団島財団はははは首里城由来首里城由来首里城由来首里城由来のののの資料資料資料資料をををを多数保有多数保有多数保有多数保有しておりしておりしておりしており、、、、これらのこれらのこれらのこれらの展示展示展示展示はははは首里城首里城首里城首里城にににに近接近接近接近接させさせさせさせ
たたたた場所場所場所場所がががが望望望望ましいましいましいましい。。。。今今今今、、、、建設建設建設建設をををを予定予定予定予定しているしているしているしている資料館資料館資料館資料館はははは、、、、首里城首里城首里城首里城にににに近接近接近接近接しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。中城中城中城中城
御殿跡御殿跡御殿跡御殿跡のののの整備等整備等整備等整備等とととと連携連携連携連携させるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないか。。。。
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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26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 20202020分分分分 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 西普天間地区返還西普天間地区返還西普天間地区返還西普天間地区返還についてについてについてについて

((((1111)))) 現時点現時点現時点現時点のののの進進進進状況並状況並状況並状況並びにびにびにびに最終返還面積最終返還面積最終返還面積最終返還面積についてについてについてについて

((((2222)))) 地主地主地主地主ににににスムーズスムーズスムーズスムーズにににに返還返還返還返還するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり予測予測予測予測されるされるされるされる諸問題等諸問題等諸問題等諸問題等やややや解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて

((((3333)))) 返還予定地返還予定地返還予定地返還予定地のののの開発計画開発計画開発計画開発計画のののの今後今後今後今後のののの進進進進状況状況状況状況とととと国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市のののの協力体制協力体制協力体制協力体制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をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために英断英断英断英断したしたしたした仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認によるによるによるによる21212121世紀世紀世紀世紀のののの沖縄像沖縄像沖縄像沖縄像。。。。

((((1111)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる市町村市町村市町村市町村のののの解決策解決策解決策解決策にににに向向向向けたけたけたけた明明明明るいるいるいるい変化変化変化変化やややや今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような事柄事柄事柄事柄がががが期待期待期待期待できできできでき
るとるとるとる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。。。。

3333 ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ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)))) ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥのののの候補地選定候補地選定候補地選定候補地選定にににに考慮考慮考慮考慮されるされるされるされる諸条件諸条件諸条件諸条件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事柄事柄事柄事柄かかかか。。。。

((((2222)))) 現在候補地現在候補地現在候補地現在候補地としてとしてとしてとして名乗名乗名乗名乗りりりり、、、、誘致誘致誘致誘致をををを意思表示意思表示意思表示意思表示しているしているしているしている市町村市町村市町村市町村はははは。。。。

((((3333)))) コンベンションエリアコンベンションエリアコンベンションエリアコンベンションエリアとととと併合併合併合併合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、、、、よりよりよりより一層一層一層一層のののの経済効果経済効果経済効果経済効果、、、、コストコストコストコスト削減等削減等削減等削減等もももも図図図図れるとれるとれるとれると解解解解
するがするがするがするが。。。。

4444 中部流域下水道中部流域下水道中部流域下水道中部流域下水道（（（（伊佐浜処理区伊佐浜処理区伊佐浜処理区伊佐浜処理区））））についてについてについてについて

((((1111)))) 処理施設処理施設処理施設処理施設のののの改良改良改良改良、、、、移設移設移設移設、、、、増設増設増設増設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

((((2222)))) 上記上記上記上記のののの改良工事改良工事改良工事改良工事にににに伴伴伴伴いいいい、、、、生生生生みみみみ出出出出すことができるすことができるすことができるすことができる、、、、緩衝緑地帯緩衝緑地帯緩衝緑地帯緩衝緑地帯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施設施設施設施設でででで、、、、そのそのそのその
面積面積面積面積はどのくらいはどのくらいはどのくらいはどのくらい予想予想予想予想されるかされるかされるかされるか。。。。

((((3333)))) 緩衝緑地帯緩衝緑地帯緩衝緑地帯緩衝緑地帯についてのについてのについてのについての整備計画整備計画整備計画整備計画、、、、活用計画等活用計画等活用計画等活用計画等はどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのか、、、、またまたまたまた、、、、地元地元地元地元
宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市とのとのとのとの協議協議協議協議、、、、打打打打ちちちち合合合合わせはどのようにわせはどのようにわせはどのようにわせはどのように取取取取りりりり組組組組んでおられるかんでおられるかんでおられるかんでおられるか。。。。

5555 県庁舎管理県庁舎管理県庁舎管理県庁舎管理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)))) 県庁県庁県庁県庁１１１１階階階階ののののロビーロビーロビーロビーでのでのでのでの禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような行為行為行為行為があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。

((((2222)))) 禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為にににに違反違反違反違反したしたしたした場合場合場合場合にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような手順手順手順手順でででで警告警告警告警告、、、、勧告等勧告等勧告等勧告等をををを行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。

((((3333)))) 去去去去るるるる12121212月月月月27272727日日日日のののの行為行為行為行為にににに対対対対してしてしてして、、、、管理上管理上管理上管理上どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んだのかんだのかんだのかんだのか。。。。またまたまたまた、、、、メディアメディアメディアメディアではではではでは一一一一
切報道切報道切報道切報道されないされないされないされない弱者弱者弱者弱者のののの多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民にににに多大多大多大多大なななな迷惑迷惑迷惑迷惑をかけたとをかけたとをかけたとをかけたと解釈解釈解釈解釈するがするがするがするが、、、、そのそのそのその現状現状現状現状はははは把握把握把握把握
しておられるかしておられるかしておられるかしておられるか。。。。

6666 県営大謝名団地県営大謝名団地県営大謝名団地県営大謝名団地のののの建建建建てかえてかえてかえてかえ工事工事工事工事についてについてについてについて

((((1111)))) 着工着工着工着工からからからから完了完了完了完了までのまでのまでのまでの工程工程工程工程についてについてについてについて

((((2222)))) 住民説明会並住民説明会並住民説明会並住民説明会並びにびにびにびに、、、、要望等要望等要望等要望等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はみはみはみは。。。。

((((3333)))) 児童館児童館児童館児童館、、、、保育所保育所保育所保育所、、、、またはまたはまたはまたは当地当地当地当地へのへのへのへの公共施設公共施設公共施設公共施設のののの誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市とのとのとのとの協議協議協議協議のののの進進進進状状状状
況況況況はははは。。。。

7777 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ののののソフトソフトソフトソフト事業事業事業事業262262262262事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) 県民県民県民県民のののの福祉福祉福祉福祉、、、、経済経済経済経済のののの発展発展発展発展にににに向向向向けけけけ、、、、よりよりよりより一層貢献一層貢献一層貢献一層貢献するためのするためのするためのするための手法手法手法手法、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等についてについてについてについて

8888 国道国道国道国道330330330330号拡張工事号拡張工事号拡張工事号拡張工事にににに伴伴伴伴うううう県立中部商業高校前県立中部商業高校前県立中部商業高校前県立中部商業高校前バスバスバスバス停停停停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

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 20202020分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 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 事業事業事業事業のののの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いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 追加品目追加品目追加品目追加品目にににに対対対対するするするする県県県県のののの要望要望要望要望についてのについてのについてのについて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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ６６６６次産業化支援次産業化支援次産業化支援次産業化支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 支援事業支援事業支援事業支援事業がががが県県県県にににに移行移行移行移行されているとされているとされているとされていると思思思思うがうがうがうが、、、、それによってそれによってそれによってそれによって事業事業事業事業がどうがどうがどうがどう変変変変わるかわるかわるかわるか。（。（。（。（６６６６次産業次産業次産業次産業
化化化化ネットワークネットワークネットワークネットワーク活動交付金活動交付金活動交付金活動交付金))))

ｲｲｲｲ ２２２２分分分分のののの１１１１補助補助補助補助ではではではでは事業化事業化事業化事業化がががが困難困難困難困難であるであるであるである。。。。県県県県のののの支援支援支援支援がないかがないかがないかがないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 観光振興観光振興観光振興観光振興（（（（観光地観光地観光地観光地のののの整備整備整備整備））））についてについてについてについて

((((1111)))) 恩納村恩納村恩納村恩納村のののの万座毛万座毛万座毛万座毛のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要とととと思思思思うがうがうがうが、、、、計画計画計画計画がないかがないかがないかがないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。((((年間年間年間年間85858585万人万人万人万人))))

((((2222)))) 国頭村辺戸岬国頭村辺戸岬国頭村辺戸岬国頭村辺戸岬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((((年間年間年間年間40404040万人万人万人万人))))

ｱｱｱｱ 県県県県がががが計画計画計画計画しているしているしているしているビジターセンタービジターセンタービジターセンタービジターセンター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いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 国頭村国頭村国頭村国頭村のののの復帰資料館復帰資料館復帰資料館復帰資料館のののの建設構想建設構想建設構想建設構想があるようだががあるようだががあるようだががあるようだが、、、、ビジターセンタービジターセンタービジターセンタービジターセンターにににに組組組組みみみみ入入入入れることはれることはれることはれることは
できないかできないかできないかできないか。。。。

3333 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)))) 視覚障害者向視覚障害者向視覚障害者向視覚障害者向けのけのけのけの盲特養盲特養盲特養盲特養・・・・盲養護老人盲養護老人盲養護老人盲養護老人ホームホームホームホームについてについてについてについて
　　　　全国全国全国全国でででで未設置未設置未設置未設置はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県をををを含含含含むむむむ４４４４県県県県となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

ｱｱｱｱ 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県県県県のののの認識認識認識認識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 東村東村東村東村におけるにおけるにおけるにおける老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設老人福祉施設についてについてについてについて（（（（視覚障害者対象視覚障害者対象視覚障害者対象視覚障害者対象））））県県県県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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 市町村国保会計市町村国保会計市町村国保会計市町村国保会計のののの健全健全健全健全なななな運営運営運営運営についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。2012201220122012年度県内年度県内年度県内年度県内
39393939市町村市町村市町村市町村でででで赤字計上赤字計上赤字計上赤字計上、、、、金額金額金額金額98989898億億億億8900890089008900万円万円万円万円。。。。

((((3333)))) 第第第第６６６６次次次次のののの県保健医療計画県保健医療計画県保健医療計画県保健医療計画にににに基基基基づくづくづくづく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病床病床病床病床をををを活用活用活用活用しししし
たたたた新新新新たなたなたなたな基幹病院構想基幹病院構想基幹病院構想基幹病院構想についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 進進進進状況状況状況状況とととと今後今後今後今後ののの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いますいますいますいます。。。。

4444 自然環境自然環境自然環境自然環境についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの提案説明要旨提案説明要旨提案説明要旨提案説明要旨でででで述述述述べられているべられているべられているべられている「「「「自然環境再生指針自然環境再生指針自然環境再生指針自然環境再生指針（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」についてについてについてについて具体的内具体的内具体的内具体的内
容容容容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「赤土等流出防止対策基本計画赤土等流出防止対策基本計画赤土等流出防止対策基本計画赤土等流出防止対策基本計画」」」」策定後策定後策定後策定後のののの行動計画等行動計画等行動計画等行動計画等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26262626年第年第年第年第2222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))))

03030303月月月月05050505    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 20202020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 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)))) 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 公約違反公約違反公約違反公約違反についてについてについてについて
　　　　知事公約知事公約知事公約知事公約であるであるであるである「「「「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るめるめるめる。」。」。」。」ことについてことについてことについてことについて、、、、多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府によるによるによるによる
辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案をををを拒否拒否拒否拒否するものとするものとするものとするものと受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを承認承認承認承認したことはしたことはしたことはしたことは公約違反公約違反公約違反公約違反とととと認識認識認識認識しししし
ていることについてどのようにていることについてどのようにていることについてどのようにていることについて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。。。。

ｲｲｲｲ ５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止についてについてについてについて
　　　　日米日米日米日米においてにおいてにおいてにおいて交渉交渉交渉交渉がががが行行行行われるめどがないわれるめどがないわれるめどがないわれるめどがない中中中中でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄だけがだけがだけがだけが「「「「５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止」」」」をををを主主主主
張張張張してもしてもしてもしても、、、、ひとりひとりひとりひとり相撲相撲相撲相撲、、、、空手形空手形空手形空手形となるのではないかとなるのではないかとなるのではないかとなるのではないか。。。。

ｳｳｳｳ リンクリンクリンクリンク論論論論についてについてについてについて
　　　　昨年末昨年末昨年末昨年末のののの総理総理総理総理とのとのとのとの会談会談会談会談においてにおいてにおいてにおいて、、、、知事知事知事知事はははは振興策振興策振興策振興策へのへのへのへの成果成果成果成果をををを評価評価評価評価しししし、、、、最大級最大級最大級最大級のののの賛辞賛辞賛辞賛辞をををを
送送送送ったったったった。。。。これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請へのへのへのへの承認承認承認承認がががが行行行行われたものでありわれたものでありわれたものでありわれたものであり、、、、知事知事知事知事のののの行為行為行為行為はこれまはこれまはこれまはこれま
でででで主張主張主張主張していたしていたしていたしていた基地基地基地基地とととと振興振興振興振興ははははリンクリンクリンクリンクしないとのしないとのしないとのしないとの立場立場立場立場をををを否定否定否定否定するものとするものとするものとするものと受受受受けとめられているけとめられているけとめられているけとめられている
ことについてことについてことについてことについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

ｴｴｴｴ 埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請についてについてについてについて
　　　　今回今回今回今回のののの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請においてにおいてにおいてにおいて、、、、県自身県自身県自身県自身がががが環境環境環境環境へのへのへのへの重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを指摘指摘指摘指摘しししし、、、、またまたまたまた地元名護市地元名護市地元名護市地元名護市
長長長長がががが反対意見反対意見反対意見反対意見をををを提出提出提出提出したにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらず埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したことについてしたことについてしたことについてしたことについて、、、、多多多多くのくのくのくの批判批判批判批判
があるががあるががあるががあるが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

ｵｵｵｵ 地元自治体地元自治体地元自治体地元自治体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
　　　　代替施設建設代替施設建設代替施設建設代替施設建設のののの地元名護市地元名護市地元名護市地元名護市はははは、、、、稲嶺市長稲嶺市長稲嶺市長稲嶺市長のののの就任以来就任以来就任以来就任以来、、、、一貫一貫一貫一貫してしてしてして移設移設移設移設にににに反対反対反対反対してきしてきしてきしてき
たたたた。。。。さきのさきのさきのさきの名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙においてにおいてにおいてにおいて再度再度再度再度、、、、反対反対反対反対のののの民意民意民意民意がががが示示示示されたことについてどのようにされたことについてどのようにされたことについてどのようにされたことについてどのように
受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか。。。。

ｶｶｶｶ 知事知事知事知事のののの辞職辞職辞職辞職についてについてについてについて
　　　　知事知事知事知事はははは公約違反公約違反公約違反公約違反のののの政治責任政治責任政治責任政治責任をとりをとりをとりをとり、、、、辞職辞職辞職辞職してしてしてして改改改改めてめてめてめて県民県民県民県民にににに信信信信をををを問問問問うべきとのうべきとのうべきとのうべきとの意見意見意見意見につにつにつにつ
いてどのようにいてどのようにいてどのようにいて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。。。。

ｷｷｷｷ 政府政府政府政府のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと知事公約知事公約知事公約知事公約についてについてについてについて
　　　　現在現在現在現在のののの安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと知事知事知事知事のののの公約公約公約公約とのとのとのとの関係関係関係関係をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

2222 県議会県議会県議会県議会におけるにおけるにおけるにおける100100100100条調査権条調査権条調査権条調査権についてについてについてについて

((((1111)))) 県議会県議会県議会県議会がががが調査調査調査調査できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲はははは県県県県のののの事務事務事務事務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、、、、県県県県（（（（執行機関執行機関執行機関執行機関））））にににに裁量権裁量権裁量権裁量権がががが委委委委ねられねられねられねられ
たたたた事項事項事項事項についてはについてはについてはについては、、、、裁量権裁量権裁量権裁量権のののの逸脱逸脱逸脱逸脱、、、、濫用濫用濫用濫用とととと認認認認められないめられないめられないめられない限限限限りりりり100100100100条調査条調査条調査条調査のののの対象対象対象対象とはならなとはならなとはならなとはならな
いいいい。。。。

((((2222)))) 今回今回今回今回のののの公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法にににに基基基基づくづくづくづく埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの可否判断可否判断可否判断可否判断はははは知事知事知事知事のののの専権事項専権事項専権事項専権事項でありでありでありであり、、、、県県県県（（（（執執執執
行機関行機関行機関行機関））））にににに裁量権裁量権裁量権裁量権がががが委委委委ねられたねられたねられたねられた事項事項事項事項であるためであるためであるためであるため、、、、裁量権裁量権裁量権裁量権のののの逸脱逸脱逸脱逸脱、、、、濫用濫用濫用濫用とととと認認認認められないめられないめられないめられない限限限限りりりり
100100100100条調査条調査条調査条調査のののの対象対象対象対象とすべきでないととすべきでないととすべきでないととすべきでないと考考考考えるえるえるえる。。。。

((((3333)))) そもそもそもそもそもそもそもそも100100100100条調査権条調査権条調査権条調査権のののの目的目的目的目的はははは、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの事務事務事務事務にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる範囲範囲範囲範囲でででで起起起起こったこったこったこった不祥事不祥事不祥事不祥事
事件等事件等事件等事件等にににに対対対対しししし、、、、そのそのそのその発生発生発生発生のののの原因究明原因究明原因究明原因究明とととと再発防止再発防止再発防止再発防止についてについてについてについて調査調査調査調査することでありすることでありすることでありすることであり、、、、今回今回今回今回のののの埋埋埋埋
立承認事務立承認事務立承認事務立承認事務がががが不祥事事件不祥事事件不祥事事件不祥事事件でないことはでないことはでないことはでないことは明白明白明白明白でありでありでありであり、、、、執拗執拗執拗執拗なななな執行権執行権執行権執行権へのへのへのへの介入事象介入事象介入事象介入事象ととられととられととられととられ
かねないかねないかねないかねない。。。。

((((4444)))) 菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官のののの証人喚問証人喚問証人喚問証人喚問についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 証人喚問証人喚問証人喚問証人喚問のののの対象者対象者対象者対象者はははは、、、、当該百条委員会当該百条委員会当該百条委員会当該百条委員会がががが調査調査調査調査のののの対象対象対象対象にににに関係関係関係関係をををを有有有有するとするとするとすると判断判断判断判断すればすればすればすれば対対対対
象象象象としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱われるがわれるがわれるがわれるが、、、、今回今回今回今回のののの埋立承認手続埋立承認手続埋立承認手続埋立承認手続についてについてについてについて事務的事務的事務的事務的なつながりがないなつながりがないなつながりがないなつながりがない菅官菅官菅官菅官
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房長官房長官房長官房長官がががが関係関係関係関係をををを有有有有するとされるのはするとされるのはするとされるのはするとされるのは疑義疑義疑義疑義がありがありがありがあり、、、、調査権調査権調査権調査権のののの濫用濫用濫用濫用ともともともとも受受受受けとられるけとられるけとられるけとられる。。。。何何何何をををを
もってもってもってもって関係関係関係関係をををを有有有有するのかするのかするのかするのか慎重慎重慎重慎重なななな検討検討検討検討がががが必要必要必要必要とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。

ｲｲｲｲ 官房長官官房長官官房長官官房長官はははは国政国政国政国政にににに対対対対しししし重大重大重大重大なななな責任責任責任責任をををを有有有有しておりしておりしておりしており、、、、常常常常にににに在京在京在京在京していることがしていることがしていることがしていることが求求求求められていめられていめられていめられてい
るるるる。。。。官房長官官房長官官房長官官房長官をみだりにをみだりにをみだりにをみだりに証人証人証人証人としてとしてとしてとして呼呼呼呼びびびび出出出出すことはすことはすことはすことは国政運営国政運営国政運営国政運営にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるものえるものえるものえるもの
でありでありでありであり、、、、地方議会地方議会地方議会地方議会としてはとしてはとしてはとしては控控控控えるべきであるえるべきであるえるべきであるえるべきである。。。。

3333 政府政府政府政府がががが検討検討検討検討しているしているしているしている米軍基地刑事特別法米軍基地刑事特別法米軍基地刑事特別法米軍基地刑事特別法についてについてについてについて

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


