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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06060606    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 20202020分分分分 島袋島袋島袋島袋　　　　　　　　大大大大（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 待機児童解消対策待機児童解消対策待機児童解消対策待機児童解消対策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目的目的目的目的とするとするとするとする平成平成平成平成25252525年度予算年度予算年度予算年度予算におけるにおけるにおけるにおける事業事業事業事業のののの進進進進状況状況状況状況はははは。。。。

((((2222)))) 保育士処遇改善臨時特例事業保育士処遇改善臨時特例事業保育士処遇改善臨時特例事業保育士処遇改善臨時特例事業においてにおいてにおいてにおいて、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの市町村市町村市町村市町村がががが９９９９月議会月議会月議会月議会でででで補正補正補正補正をををを組組組組みみみみ年年年年
内内内内にはにはにはには保育士等保育士等保育士等保育士等にににに支給支給支給支給するするするする運運運運びとなっていたがびとなっていたがびとなっていたがびとなっていたが、、、、そのそのそのそ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はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの
かかかか。。。。

2222 保育士修学資金貸付事業保育士修学資金貸付事業保育士修学資金貸付事業保育士修学資金貸付事業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のののの応募者数応募者数応募者数応募者数とととと貸付決定者数貸付決定者数貸付決定者数貸付決定者数はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

((((2222)))) 全保育士養成校全保育士養成校全保育士養成校全保育士養成校のののの学生学生学生学生がががが対象対象対象対象となっているのかとなっているのかとなっているのかとなっているのか。。。。

((((3333)))) 国国国国としてとしてとしてとして対象者対象者対象者対象者はははは優秀優秀優秀優秀なななな学生学生学生学生であってであってであってであって、、、、かつかつかつかつ家庭家庭家庭家庭のののの経済状況等経済状況等経済状況等経済状況等からからからから本修学資金本修学資金本修学資金本修学資金のののの貸貸貸貸しししし
付付付付けがけがけがけが必要必要必要必要とととと認認認認められるめられるめられるめられる者者者者とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような基準基準基準基準をををを設設設設けているのかけているのかけているのかけているのか。。。。

((((4444)))) 次年度予算次年度予算次年度予算次年度予算はははは継続者以外継続者以外継続者以外継続者以外にににに募集人数募集人数募集人数募集人数はどれくらいはどれくらいはどれくらいはどれくらい見込見込見込見込んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか。。。。

3333 保育士保育士保育士保育士・・・・保育所支援保育所支援保育所支援保育所支援センターセンターセンターセンターのののの設置後設置後設置後設置後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)))) 県県県県はははは支援支援支援支援センターセンターセンターセンターとどのようなとどのようなとどのようなとどのような報告連携報告連携報告連携報告連携をををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。

((((2222)))) 支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設立目的設立目的設立目的設立目的はははは、、、、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図図図図るためるためるためるため保育団体保育団体保育団体保育団体やややや認可外保育施設等認可外保育施設等認可外保育施設等認可外保育施設等とととと
連携連携連携連携しししし潜在的保育士潜在的保育士潜在的保育士潜在的保育士のののの就労斡旋事業就労斡旋事業就労斡旋事業就労斡旋事業、、、、貸付物件等貸付物件等貸付物件等貸付物件等マッチングマッチングマッチングマッチング支援事業支援事業支援事業支援事業、、、、認可化促進認可化促進認可化促進認可化促進ササササ
ポートポートポートポート事業事業事業事業とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような団体等団体等団体等団体等とととと連携連携連携連携しこれまでのしこれまでのしこれまでのしこれまでの事業内容事業内容事業内容事業内容とととと実績実績実績実績はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
るのかるのかるのかるのか。。。。

((((3333)))) 県県県県としてこれまでのとしてこれまでのとしてこれまでのとしてこれまでの事業事業事業事業をどのようにをどのようにをどのようにをどのように評価評価評価評価しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。

((((4444)))) 今後今後今後今後のののの目標数値目標数値目標数値目標数値をどうをどうをどうをどう設定設定設定設定するのかするのかするのかするのか。。。。

((((5555)))) 待機児童待機児童待機児童待機児童をををを解消解消解消解消するためにするためにするためにするために、、、、認可外認可外認可外認可外のののの認可化認可化認可化認可化、、、、認可園認可園認可園認可園のののの分園分園分園分園またはまたはまたはまたは第第第第２２２２園園園園についてについてについてについて、、、、県県県県
はどちらがはどちらがはどちらがはどちらがスピーディースピーディースピーディースピーディーにににに待機児童待機児童待機児童待機児童をををを解消解消解消解消できるとのできるとのできるとのできるとの認識認識認識認識なのかなのかなのかなのか。。。。

4444 観光産業観光産業観光産業観光産業についてについてについてについて

((((1111)))) 現状現状現状現状はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

((((2222)))) 観光業界観光業界観光業界観光業界でででで働働働働くくくく現場現場現場現場からのからのからのからの意見等意見等意見等意見等はははは聞聞聞聞いているのかいているのかいているのかいているのか。。。。

((((3333)))) 対応策対応策対応策対応策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。

((((4444)))) 観光客消費額観光客消費額観光客消費額観光客消費額をををを増加増加増加増加にするためのにするためのにするためのにするための対応策対応策対応策対応策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。

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06060606    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 20202020分分分分 嶺井嶺井嶺井嶺井　　　　　　　　光光光光（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 多様多様多様多様なななな人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 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ知事知事知事知事のののの公約公約公約公約についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように進進進進んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県費負担教職員県費負担教職員県費負担教職員県費負担教職員のののの新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算におけるにおけるにおけるにおける本務教員本務教員本務教員本務教員はははは条例定数条例定数条例定数条例定数にににに対対対対しししし何人何人何人何人かかかか、、、、学校種別学校種別学校種別学校種別
ではどのようになっているかではどのようになっているかではどのようになっているかではどのようになっているか。。。。国国国国のののの加配定数加配定数加配定数加配定数はははは何人何人何人何人かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 史跡保存整備史跡保存整備史跡保存整備史跡保存整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県にあるにあるにあるにある国指定史跡国指定史跡国指定史跡国指定史跡のののの学術調査学術調査学術調査学術調査、、、、保存整備保存整備保存整備保存整備はははは全国全国全国全国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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 市町村市町村市町村市町村にににに配属配属配属配属されているされているされているされている専門職専門職専門職専門職のののの実情実情実情実情とととと必要充足数必要充足数必要充足数必要充足数をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 専門職専門職専門職専門職のののの養成養成養成養成とととと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。。。。

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

((((1111)))) 文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術のののの創造創造創造創造・・・・発信発信発信発信についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 公共文化施設公共文化施設公共文化施設公共文化施設をををを生生生生かしたかしたかしたかした音楽公演音楽公演音楽公演音楽公演、、、、伝統芸能伝統芸能伝統芸能伝統芸能などなどなどなど県県県県がかかわるがかかわるがかかわるがかかわる実施状況実施状況実施状況実施状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県内県内県内県内のののの劇場劇場劇場劇場・・・・ホールホールホールホールとととと連携連携連携連携したしたしたしたアートマネジメントアートマネジメントアートマネジメントアートマネジメント人材人材人材人材のののの育成育成育成育成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 音楽専用音楽専用音楽専用音楽専用ののののシュガーホールシュガーホールシュガーホールシュガーホール活用活用活用活用・・・・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)))) 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ととととアスリートアスリートアスリートアスリート育成策育成策育成策育成策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 総合総合総合総合スポーツスポーツスポーツスポーツのののの運動施設運動施設運動施設運動施設をををを備備備備えたえたえたえた複合型複合型複合型複合型スタジアムスタジアムスタジアムスタジアム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伺伺伺伺うううう。。。。大型大型大型大型ＭＩＣＭＩＣＭＩＣＭＩＣ
ＥＥＥＥ施設施設施設施設はそのはそのはそのはその機能機能機能機能をををを有有有有するものかするものかするものかするものか。。。。

ｲｲｲｲ 指導者指導者指導者指導者のののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援についてについてについてについて県県県県のののの方針方針方針方針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)))) 農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業（（（（雄樋川地区雄樋川地区雄樋川地区雄樋川地区・・・・大城地区大城地区大城地区大城地区））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 畑地畑地畑地畑地かんがいかんがいかんがいかんがい施設施設施設施設のののの事業見通事業見通事業見通事業見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー活用活用活用活用によるによるによるによる農家負担農家負担農家負担農家負担のののの軽減策軽減策軽減策軽減策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 農業施策農業施策農業施策農業施策のののの強化強化強化強化についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国のののの次世代施設園芸拠点次世代施設園芸拠点次世代施設園芸拠点次世代施設園芸拠点にににに対対対対するするするする本県本県本県本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。。。。

ｲｲｲｲ 現在現在現在現在のののの拠点産地拠点産地拠点産地拠点産地でのでのでのでの指定指定指定指定はははは可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国会国会国会国会でででで関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃のののの例外品目例外品目例外品目例外品目としたとしたとしたとした重要重要重要重要５５５５項目項目項目項目でででで譲歩譲歩譲歩譲歩するするするする報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、詳細詳細詳細詳細とととと県県県県のののの対対対対
応応応応、、、、県内農家県内農家県内農家県内農家へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 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 ホテルホテルホテルホテル・・・・ホテルホテルホテルホテル水域水域水域水域のののの操業制限解除操業制限解除操業制限解除操業制限解除のののの具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容とととと効果効果効果効果のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

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 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン実施計画実施計画実施計画実施計画のののの行動指針行動指針行動指針行動指針によるによるによるによる待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策でででで、、、、本県独自本県独自本県独自本県独自のののの具体策具体策具体策具体策をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 保育士保育士保育士保育士のののの待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善とととと資格者資格者資格者資格者のののの就業復帰就業復帰就業復帰就業復帰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。。。。
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((((2222)))) 高齢者対策高齢者対策高齢者対策高齢者対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国のののの介護保険制度改革介護保険制度改革介護保険制度改革介護保険制度改革におけるにおけるにおけるにおける社会保障審議会介護保険部会社会保障審議会介護保険部会社会保障審議会介護保険部会社会保障審議会介護保険部会のののの特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホーホーホーホー
ムムムム入所基準入所基準入所基準入所基準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 入所基準入所基準入所基準入所基準がががが改定改定改定改定されるとされるとされるとされると本県本県本県本県のののの待機者待機者待機者待機者はどうはどうはどうはどう変変変変わるかわるかわるかわるか。。。。

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)))) 住宅政策住宅政策住宅政策住宅政策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「沖縄県住宅供給公社賃貸住宅等沖縄県住宅供給公社賃貸住宅等沖縄県住宅供給公社賃貸住宅等沖縄県住宅供給公社賃貸住宅等ストックストックストックストック活用計画活用計画活用計画活用計画」」」」のののの詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 嶺井団地嶺井団地嶺井団地嶺井団地のののの耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断、、、、ひびひびひびひび割割割割れれれれ調査等調査等調査等調査等のののの詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 南部東道路南部東道路南部東道路南部東道路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

ｱｱｱｱ 南部東道路南部東道路南部東道路南部東道路のののの起点起点起点起点、、、、終点終点終点終点はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。起起起起・・・・終点終点終点終点のののの接続接続接続接続はどのようになるかはどのようになるかはどのようになるかはどのようになるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの事業費事業費事業費事業費とととと実施目標実施目標実施目標実施目標をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 南風原知念線南風原知念線南風原知念線南風原知念線のののの整備方針整備方針整備方針整備方針とととと維持管理維持管理維持管理維持管理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)))) 公共工事公共工事公共工事公共工事のののの適正適正適正適正なななな施工施工施工施工についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 労務単価労務単価労務単価労務単価のののの推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 建設現場建設現場建設現場建設現場のののの作業員確保作業員確保作業員確保作業員確保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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 建設作業員不足等建設作業員不足等建設作業員不足等建設作業員不足等によるによるによるによる設計工期設計工期設計工期設計工期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。。。。
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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06060606    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 20202020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 県知事県知事県知事県知事のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認についてについてについてについて

((((1111)))) 百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会ののの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

ｱｱｱｱ 埋立法埋立法埋立法埋立法のののの行政手続行政手続行政手続行政手続のののの一環一環一環一環であるがそれであるがそれであるがそれであるがそれ以外以外以外以外のののの追及追及追及追及もももも受受受受けたかけたかけたかけたか。。。。

ｲｲｲｲ 具体的具体的具体的具体的なななな疑惑疑惑疑惑疑惑やややや不正不正不正不正のののの内容内容内容内容をををを示示示示してのしてのしてのしての追及追及追及追及だったかだったかだったかだったか。。。。

ｳｳｳｳ 今回今回今回今回のののの百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会はははは真相究明真相究明真相究明真相究明がががが目的目的目的目的ではなくではなくではなくではなく、、、、単単単単にににに百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会をををを設置設置設置設置することがすることがすることがすることが目的目的目的目的
だったのではないかだったのではないかだったのではないかだったのではないか。。。。

ｴｴｴｴ 環境影響評価審査会環境影響評価審査会環境影響評価審査会環境影響評価審査会はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てについてはてについてはてについてはてについては「「「「環境環境環境環境にににに影響影響影響影響があるがあるがあるがある」」」」このことがこのことがこのことがこのことが当然当然当然当然だとだとだとだと思思思思
うううう。。。。県内県内県内県内のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの埋埋埋埋めめめめ立立立立てでてでてでてで「「「「環境環境環境環境のののの変化変化変化変化にににに影響影響影響影響がないがないがないがない」」」」とのとのとのとの審査会審査会審査会審査会のののの答申答申答申答申がありまがありまがありまがありま
したかしたかしたかしたか。。。。

ｵｵｵｵ 埋立法埋立法埋立法埋立法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ったったったった行政手続及行政手続及行政手続及行政手続及びびびび承認承認承認承認がががが刑事告発刑事告発刑事告発刑事告発になじむのかになじむのかになじむのかになじむのか。。。。受理判断受理判断受理判断受理判断もももも含含含含めめめめ
てててて県警本部県警本部県警本部県警本部のののの見解見解見解見解はははは。。。。

ｶｶｶｶ このこのこのこの件件件件についてはについてはについてはについては既既既既にににに裁判裁判裁判裁判がががが提起提起提起提起されておりされておりされておりされており、、、、司法司法司法司法のののの判断判断判断判断にににに委委委委ねることとなっているねることとなっているねることとなっているねることとなっている。。。。百百百百
条委員会条委員会条委員会条委員会はははは違和感違和感違和感違和感があるががあるががあるががあるが見解見解見解見解はははは。。。。

((((2222)))) 埋立承認後埋立承認後埋立承認後埋立承認後のののの反応反応反応反応についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 市町村長市町村長市町村長市町村長、、、、市町村議会等市町村議会等市町村議会等市町村議会等はははは知事知事知事知事のののの承認承認承認承認にかなりにかなりにかなりにかなり理解理解理解理解をををを示示示示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ううう。。。。

ｲｲｲｲ 多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民もももも承認承認承認承認にににに理解理解理解理解をををを示示示示しているしているしているしている。。。。

ｳｳｳｳ 大田大田大田大田、、、、稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺そしてそしてそしてそして仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事、、、、３３３３代代代代にわたるにわたるにわたるにわたる重要案件重要案件重要案件重要案件でありでありでありであり、、、、重大重大重大重大なななな決断決断決断決断にににに評価評価評価評価もももも高高高高
いいいい。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ このこのこのこの問題問題問題問題のののの始始始始まりはまりはまりはまりは大田知事大田知事大田知事大田知事からからからから日本政府日本政府日本政府日本政府にににに返還要求返還要求返還要求返還要求をしてをしてをしてをして、、、、日米合意日米合意日米合意日米合意がなされたとがなされたとがなされたとがなされたと理理理理
解解解解しているしているしているしている。。。。見解見解見解見解はははは。。。。

ｵｵｵｵ 県民県民県民県民はははは理解理解理解理解はするもののはするもののはするもののはするものの複雑複雑複雑複雑なななな県民感情県民感情県民感情県民感情があるがあるがあるがある。。。。このことについてこのことについてこのことについてこのことについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((3333)))) 普天間固定化阻止普天間固定化阻止普天間固定化阻止普天間固定化阻止についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事のののの承認承認承認承認はははは普天間固定化普天間固定化普天間固定化普天間固定化をををを阻止阻止阻止阻止するするするするスタートスタートスタートスタートになったとになったとになったとになったと考考考考えるえるえるえる。。。。見解見解見解見解はははは。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地負担基地負担基地負担基地負担のののの全国全国全国全国のののの動動動動きについてきについてきについてきについて

ｱｱｱｱ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ分散配備分散配備分散配備分散配備やややや訓練移転訓練移転訓練移転訓練移転にににに理解理解理解理解をををを示示示示すすすす地域地域地域地域がががが全国全国全国全国にににに広広広広がっているとがっているとがっているとがっていると思思思思うううう。。。。

ｲｲｲｲ さらにさらにさらにさらに、、、、全国全国全国全国にににに大大大大きくきくきくきく報道報道報道報道されてされてされてされて全国全国全国全国でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するするするする動動動動きになっているときになっているときになっているときになっていると思思思思うううう。。。。

ｳｳｳｳ このことはこれまでにないこのことはこれまでにないこのことはこれまでにないこのことはこれまでにない新新新新たなたなたなたな動動動動きではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

((((5555)))) 日本政府日本政府日本政府日本政府のののの動動動動きについてきについてきについてきについて
　　　　協議会協議会協議会協議会をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、普天間普天間普天間普天間のののの５５５５年以内閉鎖年以内閉鎖年以内閉鎖年以内閉鎖やややや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改定等改定等改定等改定等これまでにないこれまでにないこれまでにないこれまでにない強強強強いいいい
取取取取りりりり組組組組みがなされているみがなされているみがなされているみがなされている。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 平成平成平成平成26262626年度一般会計予算及年度一般会計予算及年度一般会計予算及年度一般会計予算及びびびび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)))) 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの予算編成予算編成予算編成予算編成のののの経過経過経過経過とととと狙狙狙狙いいいい。。。。

((((2222)))) 各部局各部局各部局各部局ごとのごとのごとのごとの主主主主なななな事業事業事業事業（（（（新規事業新規事業新規事業新規事業もももも含含含含めてめてめてめて））））とととと予算予算予算予算のののの説明説明説明説明。。。。

((((3333)))) 予算執行予算執行予算執行予算執行におけるにおけるにおけるにおける経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率やややや失業率失業率失業率失業率のののの改善改善改善改善、、、、観光客及観光客及観光客及観光客及びびびび各種経済指標各種経済指標各種経済指標各種経済指標はははは。。。。

3333 日本政府日本政府日本政府日本政府とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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
　　　　沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの厳厳厳厳しいしいしいしい歴史歴史歴史歴史やややや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ながらえながらえながらえながら問題解決問題解決問題解決問題解決にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと政府政府政府政府はははは信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを構構構構
築築築築してきたしてきたしてきたしてきた。。。。一時期一時期一時期一時期、、、、大田県政大田県政大田県政大田県政とととと橋本政権下橋本政権下橋本政権下橋本政権下でででで信頼信頼信頼信頼がががが損損損損なわれたなわれたなわれたなわれた危機的危機的危機的危機的なななな状況状況状況状況があったがあったがあったがあった
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がががが、、、、稲嶺県政稲嶺県政稲嶺県政稲嶺県政がががが信頼信頼信頼信頼をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しししし、、、、民主党民主党民主党民主党、、、、そしてそしてそしてそして自民党自民党自民党自民党・・・・公明党連立政権公明党連立政権公明党連立政権公明党連立政権においてもにおいてもにおいてもにおいても信頼関信頼関信頼関信頼関
係係係係がががが継続継続継続継続されているされているされているされている。。。。

((((1111)))) 今後今後今後今後ともともともとも基地問題基地問題基地問題基地問題にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興をををを考考考考えていくえていくえていくえていく上上上上でもでもでもでも信頼信頼信頼信頼のののの継続継続継続継続はははは第一条件第一条件第一条件第一条件であであであであ
るるるる。。。。見解見解見解見解はははは。。。。

((((2222)))) そのそのそのその上上上上でででで、、、、反対反対反対反対やややや異議異議異議異議をををを唱唱唱唱えることはえることはえることはえることは重要重要重要重要でででで、、、、このことはこのことはこのことはこのことは県民県民県民県民もももも期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼はははは、、、、本土本土本土本土のののの国民全体国民全体国民全体国民全体とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼でもあるでもあるでもあるでもある。。。。相互相互相互相互のののの理解理解理解理解とととと努力努力努力努力がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

4444 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく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)))) 中国中国中国中国とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの文化及文化及文化及文化及びびびび人的人的人的人的、、、、経済交流経済交流経済交流経済交流はよりはよりはよりはより積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進すべきすべきすべきすべき。。。。一方一方一方一方でででで尖閣諸島問尖閣諸島問尖閣諸島問尖閣諸島問
題題題題、、、、海域海域海域海域、、、、空域空域空域空域のののの緊張状態緊張状態緊張状態緊張状態もももも沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして懸念懸念懸念懸念するところであるするところであるするところであるするところである。。。。見解見解見解見解はははは。。。。

((((2222)))) 中国艦船等中国艦船等中国艦船等中国艦船等によるによるによるによる領海侵犯等領海侵犯等領海侵犯等領海侵犯等のののの現状現状現状現状。。。。

((((3333)))) 竹島竹島竹島竹島のののの歴史歴史歴史歴史、、、、現状現状現状現状はははは県県県県としてもとしてもとしてもとしても学学学学んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか。。。。国会国会国会国会でのでのでのでの議論議論議論議論をををを聞聞聞聞いていてもいていてもいていてもいていても国土防衛国土防衛国土防衛国土防衛のののの
自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの位置位置位置位置づけがづけがづけがづけが不明確不明確不明確不明確のようなのようなのようなのような気気気気がするかがするかがするかがするか。。。。

((((4444)))) 米国米国米国米国はははは、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを日米安全保障条約日米安全保障条約日米安全保障条約日米安全保障条約のののの対象地域対象地域対象地域対象地域としとしとしとし、、、、岸田外相岸田外相岸田外相岸田外相ややややケリーケリーケリーケリー国務長官国務長官国務長官国務長官ともともともとも
中国中国中国中国へのへのへのへの対応対応対応対応でででで一致一致一致一致したとのしたとのしたとのしたとの報道報道報道報道もあるもあるもあるもある。。。。尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島やややや防空識別圏防空識別圏防空識別圏防空識別圏もももも含含含含めてめてめてめて中国中国中国中国のののの力力力力によによによによ
るるるる対応対応対応対応でででで連携連携連携連携がとられるようであるががとられるようであるががとられるようであるががとられるようであるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応、、、、見解見解見解見解はははは。。。。

((((5555)))) 日本日本日本日本はははは戦後戦後戦後戦後、、、、経済経済経済経済をををを優先優先優先優先にににに考考考考ええええ、、、、国防国防国防国防についてはについてはについてはについては米国米国米国米国、、、、日米安保日米安保日米安保日米安保にににに頼頼頼頼ってきたとってきたとってきたとってきたと思思思思うううう。。。。
米国米国米国米国のののの言言言言いなりといなりといなりといなりと批判批判批判批判されながらされながらされながらされながら自分自分自分自分のののの国国国国をををを自分自分自分自分でででで守守守守るるるる、、、、国民国民国民国民のののの意識意識意識意識がががが問問問問われているとわれているとわれているとわれていると
思思思思うううう。。。。米国米国米国米国とととと中国中国中国中国、、、、二大軍事大国二大軍事大国二大軍事大国二大軍事大国のののの中中中中でででで日本日本日本日本はどうするかはどうするかはどうするかはどうするか。。。。そしてそしてそしてそして沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題基地問題基地問題基地問題もそのもそのもそのもその
延長線上延長線上延長線上延長線上にあるとにあるとにあるとにあると思思思思うううう。。。。県県県県のののの見解見解見解見解はははは。。。。

5555 オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄のののの表現表現表現表現についてについてについてについて
　　　　オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対のためにのためにのためにのためにオールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄でででで取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある。。。。しかししかししかししかし今今今今はははは、、、、県知県知県知県知
事選挙事選挙事選挙事選挙にににに向向向向けてけてけてけてオールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄がががが利用利用利用利用されているのではないかとされているのではないかとされているのではないかとされているのではないかと危惧危惧危惧危惧するものであるするものであるするものであるするものである。。。。革新共革新共革新共革新共
闘闘闘闘はこれまではこれまではこれまではこれまで稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺、、、、仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞でででで勝利勝利勝利勝利できずにできずにできずにできずに、、、、勝勝勝勝つためにつためにつためにつために革新革新革新革新プラスプラスプラスプラス保守層保守層保守層保守層のののの体制体制体制体制ををををオールオールオールオール
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの名名名名のもとにつくろうとのもとにつくろうとのもとにつくろうとのもとにつくろうと考考考考えているとえているとえているとえていると思思思思うううう。。。。普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題のみでのみでのみでのみで、、、、現県政現県政現県政現県政やややや政政政政
府府府府をををを批判批判批判批判しししし、、、、対立構図対立構図対立構図対立構図をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、政党政党政党政党のののの主義主張主義主張主義主張主義主張をををを捨捨捨捨てててててててて保守層保守層保守層保守層をををを巻巻巻巻きききき込込込込むむむむ、、、、このことがこのことがこのことがこのことが革革革革
新陣営新陣営新陣営新陣営のののの県知事選県知事選県知事選県知事選におけるにおけるにおけるにおける戦略戦略戦略戦略でありでありでありであり、、、、オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄がががが利用利用利用利用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ううう。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
はははは。。。。

6666 新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道についてについてについてについて
　　　　普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる新聞報道新聞報道新聞報道新聞報道はははは、、、、公正公平公正公平公正公平公正公平なななな報道報道報道報道とはとはとはとは言言言言えずえずえずえず多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民からからからから
苦情苦情苦情苦情がががが寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている。。。。

((((1111)))) 県県県県にににに対対対対してしてしてして苦情苦情苦情苦情はははは寄寄寄寄せられていないかせられていないかせられていないかせられていないか。。。。

((((2222)))) 公平公正公平公正公平公正公平公正をををを審査審査審査審査するするするする第三者機関第三者機関第三者機関第三者機関はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

((((3333)))) 新聞社新聞社新聞社新聞社はははは批判批判批判批判はするがはするがはするがはするが、、、、自分自分自分自分たちへのたちへのたちへのたちへの批判批判批判批判はははは受受受受けたくないようにけたくないようにけたくないようにけたくないように思思思思えるえるえるえる。。。。正当正当正当正当なななな判断判断判断判断をををを
するするするする機関機関機関機関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。。。。

((((4444)))) 公公公公のののの新聞新聞新聞新聞としてとしてとしてとして県民読者県民読者県民読者県民読者にににに大変大大変大大変大大変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ているえているえているえている。。。。今今今今やややや政党政党政党政党やややや政治政治政治政治よりよりよりより大大大大きなきなきなきな力力力力
をををを持持持持っているとっているとっているとっていると思思思思うううう。。。。そのそのそのそのチェックチェックチェックチェック体制体制体制体制はははは県県県県としてもとしてもとしてもとしても重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((5555)))) 特特特特にににに政治面政治面政治面政治面のののの記事記事記事記事、、、、そしてそしてそしてそして社説社説社説社説はははは絶対絶対絶対絶対にににに記者記者記者記者やややや論説委員論説委員論説委員論説委員のののの氏名氏名氏名氏名をををを明記明記明記明記しししし、、、、責任責任責任責任をををを明明明明らららら
かにするかにするかにするかにする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

((((6666)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄はははは離島県離島県離島県離島県でででで、、、、県内紙県内紙県内紙県内紙はははは２２２２紙紙紙紙であるであるであるである。。。。本来異本来異本来異本来異なったなったなったなった論調論調論調論調があってしかるべきだががあってしかるべきだががあってしかるべきだががあってしかるべきだが、、、、両紙両紙両紙両紙
ともともともとも同同同同じでありじでありじでありじであり一方的一方的一方的一方的なようななようななようななような気気気気がするがするがするがする。。。。何何何何よりもよりもよりもよりも問題問題問題問題なのはなのはなのはなのは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな考考考考ええええ方方方方やややや意見意見意見意見をををを
持持持持つつつつ県民県民県民県民にににに一方的一方的一方的一方的なななな考考考考ええええ、、、、論調論調論調論調がががが流流流流されされされされ、、、、世論世論世論世論ををををリードリードリードリードされるされるされるされる現状現状現状現状にににに危機感危機感危機感危機感をををを持持持持っていっていっていってい
るるるる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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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06060606    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 20202020分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（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 米軍基地関係米軍基地関係米軍基地関係米軍基地関係についてについてについてについて

((((1111)))) キャロラインキャロラインキャロラインキャロライン・・・・ケネディケネディケネディケネディ駐日米大使駐日米大使駐日米大使駐日米大使とととと仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの会談内容会談内容会談内容会談内容についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄にににに米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの74747474％％％％もあることにもあることにもあることにもあることに対対対対するするするする大使大使大使大使のののの印象印象印象印象はいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか。。。。

ｲｲｲｲ マスコミマスコミマスコミマスコミ報道報道報道報道でででで知知知知るるるる限限限限りりりり、、、、大使大使大使大使はははは米国米国米国米国のののの正統正統正統正統ななななリベラルリベラルリベラルリベラル派派派派でででで、、、、平和平和平和平和、、、、人権等人権等人権等人権等にににに関心関心関心関心がががが深深深深
くくくく、、、、そのそのそのその上上上上、、、、米国内米国内米国内米国内でもでもでもでも別格扱別格扱別格扱別格扱いでいでいでいで、、、、影響影響影響影響ははかりははかりははかりははかり知知知知れないとのことですのでれないとのことですのでれないとのことですのでれないとのことですので、、、、今後今後今後今後はははは、、、、
知事知事知事知事がががが上京上京上京上京されてされてされてされて何度何度何度何度ももももケネディケネディケネディケネディ大使大使大使大使にににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの戦後戦後戦後戦後からからからから今日今日今日今日にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの状況状況状況状況をををを伝伝伝伝
ええええ、、、、米国基地政策米国基地政策米国基地政策米国基地政策のののの方向転換方向転換方向転換方向転換につなげていくことがにつなげていくことがにつなげていくことがにつなげていくことが重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((2222)))) 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「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米国政府米国政府米国政府米国政府のののの反応反応反応反応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 運用停止運用停止運用停止運用停止にににに持持持持っていくにはっていくにはっていくにはっていくには、、、、具体的具体的具体的具体的にににに県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような行動行動行動行動をとるべきとをとるべきとをとるべきとをとるべきと考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

ｳｳｳｳ 過重過重過重過重なななな基地負担基地負担基地負担基地負担のののの問題問題問題問題はははは、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府だけにだけにだけにだけに訴訴訴訴えるのではなくえるのではなくえるのではなくえるのではなく、、、、主要国主要国主要国主要国ののののマスコミマスコミマスコミマスコミ関係関係関係関係
者者者者をををを招聘招聘招聘招聘してしてしてして強強強強くくくく訴訴訴訴えるえるえるえる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((3333)))) 宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン内内内内でででで起起起起きたきたきたきた米軍米軍米軍米軍ののののヘリヘリヘリヘリ墜落現場周辺墜落現場周辺墜落現場周辺墜落現場周辺からからからから、、、、有害物質有害物質有害物質有害物質がががが出出出出
てきたとのてきたとのてきたとのてきたとのマスコミマスコミマスコミマスコミ報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、実態実態実態実態とととと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。。。。

2222 教育関係教育関係教育関係教育関係についてについてについてについて

((((1111)))) 不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒不登校児童生徒（（（（小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高））））のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策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)))) 学力向上対策学力向上対策学力向上対策学力向上対策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)))) 不登校対策不登校対策不登校対策不登校対策とととと学力向上対策学力向上対策学力向上対策学力向上対策はおはおはおはお互互互互いにいにいにいに関連関連関連関連がありがありがありがあり、、、、子供子供子供子供のののの親親親親にかかわってくるにかかわってくるにかかわってくるにかかわってくる問題問題問題問題がががが大大大大
きいときいときいときいと思思思思うがうがうがうが、、、、親親親親にににに対対対対するするするする対策対策対策対策はどのようにしているかはどのようにしているかはどのようにしているかはどのようにしているか。。。。

((((4444)))) 放課後児童対策放課後児童対策放課後児童対策放課後児童対策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。。。。

ｱｱｱｱ 空空空空きききき教室教室教室教室のののの有効活用有効活用有効活用有効活用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。。。。

ｲｲｲｲ 学童保育所指導員学童保育所指導員学童保育所指導員学童保育所指導員のののの待遇面待遇面待遇面待遇面はははは、、、、全国全国全国全国とととと比比比比べてどのべてどのべてどのべてどの位置位置位置位置にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか。。。。またまたまたまた、、、、改善改善改善改善のののの必要必要必要必要
はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。

((((5555)))) 高校高校高校高校のないのないのないのない離島出身高校生離島出身高校生離島出身高校生離島出身高校生のののの家庭家庭家庭家庭にににに支給支給支給支給されているされているされているされている就学支援金就学支援金就学支援金就学支援金についてについてについてについて
　　　　現在現在現在現在、、、、年間年間年間年間24242424万円万円万円万円がががが支給支給支給支給されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが、、、、月額月額月額月額にするとにするとにするとにすると２２２２万円万円万円万円にしかなりませんにしかなりませんにしかなりませんにしかなりません。。。。春休春休春休春休
みみみみ、、、、夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの帰省費帰省費帰省費帰省費にににに使使使使うとうとうとうと残残残残りはわずかですりはわずかですりはわずかですりはわずかです。。。。父母父母父母父母のののの面談等面談等面談等面談等、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな行事行事行事行事もありもありもありもあり、、、、
出費出費出費出費はかさむばかりではかさむばかりではかさむばかりではかさむばかりで、、、、家計家計家計家計はははは大変大変大変大変なななな状況状況状況状況だとだとだとだと聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして増額増額増額増額
をををを求求求求めるめるめるめる考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか、、、、伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 観光産業観光産業観光産業観光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)))) 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

ｱｱｱｱ ビューロービューロービューロービューローにはにはにはには、、、、190190190190名余名余名余名余のののの職員職員職員職員がいるががいるががいるががいるが、、、、正職員正職員正職員正職員はははは全体全体全体全体のののの４４４４分分分分のののの１１１１程度程度程度程度のののの43434343名名名名しかいしかいしかいしかい
ないとないとないとないと聞聞聞聞くくくく。。。。沖縄観光振興沖縄観光振興沖縄観光振興沖縄観光振興のののの中心中心中心中心をををを担担担担っているっているっているっている組織組織組織組織としてとしてとしてとして、、、、これでよいのかとこれでよいのかとこれでよいのかとこれでよいのかと疑問疑問疑問疑問にににに思思思思
うううう。。。。県当局県当局県当局県当局のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ビューロービューロービューロービューローはははは、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度からからからから県県県県のののの運営費補助運営費補助運営費補助運営費補助がなくなっているがなくなっているがなくなっているがなくなっている。。。。現在現在現在現在はははは一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金なななな
どによるどによるどによるどによる県県県県からのからのからのからの委託事業等委託事業等委託事業等委託事業等をををを主主主主にににに実施実施実施実施しているとのことだがしているとのことだがしているとのことだがしているとのことだが、、、、県県県県のののの下請組織的下請組織的下請組織的下請組織的になっになっになっになっ
てしまっていないかてしまっていないかてしまっていないかてしまっていないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ ビューロービューロービューロービューローがががが観光観光観光観光にににに係係係係るるるる政策政策政策政策のののの企画企画企画企画、、、、立案立案立案立案などなどなどなど、、、、県県県県とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら行行行行えるようえるようえるようえるよう、、、、組織体制組織体制組織体制組織体制
をををを強化強化強化強化するするするする考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。
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ｴｴｴｴ ビューロービューロービューロービューローのののの安定的安定的安定的安定的なななな財務基盤確立財務基盤確立財務基盤確立財務基盤確立のためにのためにのためにのために、、、、県県県県としてとしてとしてとして今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組むむむむ考考考考えかえかえかえか
伺伺伺伺うううう。。。。

4444 土木建築関係土木建築関係土木建築関係土木建築関係についてについてについてについて

((((1111)))) 建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 地震地域係数地震地域係数地震地域係数地震地域係数ＺＺＺＺについてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的なななな説明説明説明説明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

ｲｲｲｲ これまでこれまでこれまでこれまで「「「「地域係数地域係数地域係数地域係数Ｚ」Ｚ」Ｚ」Ｚ」問題問題問題問題がががが放置放置放置放置されてきたのはなぜだとされてきたのはなぜだとされてきたのはなぜだとされてきたのはなぜだと考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

ｳｳｳｳ 我我我我がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、信信信信じられないことにじられないことにじられないことにじられないことに、「、「、「、「0000....7777」」」」のままのままのままのまま放置放置放置放置されているがなぜかされているがなぜかされているがなぜかされているがなぜか。。。。

ｴｴｴｴ ＺＺＺＺがががが0000....7777というというというという沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へのへのへのへの扱扱扱扱いはいはいはいは、、、、建築基準法第建築基準法第建築基準法第建築基準法第１１１１条条条条にににに違反違反違反違反しているしているしているしている可能性可能性可能性可能性がががが強強強強いといといといと思思思思うううう
がどうかがどうかがどうかがどうか。。。。

ｵｵｵｵ 安全安全安全安全、、、、安心安心安心安心なななな居住環境居住環境居住環境居住環境をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから「「「「地域係数地域係数地域係数地域係数Ｚ」Ｚ」Ｚ」Ｚ」のののの改定改定改定改定をををを国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省
にににに提案提案提案提案すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((2222)))) 要耐震補強住宅要耐震補強住宅要耐震補強住宅要耐震補強住宅のののの補助補助補助補助についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 復帰後復帰後復帰後復帰後からからからから1981198119811981年年年年までのまでのまでのまでの住宅住宅住宅住宅についてはについてはについてはについては、、、、23232323％％％％のののの耐震補強工事補助耐震補強工事補助耐震補強工事補助耐震補強工事補助があるががあるががあるががあるが、、、、それそれそれそれ以以以以
後後後後のののの建物建物建物建物についてはについてはについてはについては何何何何のののの補助補助補助補助もないもないもないもない。。。。特特特特にににに70707070歳以上歳以上歳以上歳以上のおのおのおのお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの住宅住宅住宅住宅にはにはにはには、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの
手当手当手当手当てがてがてがてが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

ｲｲｲｲ 県内至県内至県内至県内至るところにるところにるところにるところに見見見見られるられるられるられる「「「「ブロックブロックブロックブロック塀塀塀塀」」」」はははは避難路避難路避難路避難路のののの最大障害物最大障害物最大障害物最大障害物となりかねないとなりかねないとなりかねないとなりかねない。。。。減災減災減災減災のののの
ためにもためにもためにもためにも、、、、改修補助制度改修補助制度改修補助制度改修補助制度をつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないかをつくるべきではないか。。。。

((((3333)))) 離島飛行場離島飛行場離島飛行場離島飛行場のののの常設夜間照明常設夜間照明常設夜間照明常設夜間照明のののの設置設置設置設置についてについてについてについて

ｱｱｱｱ いまだにいまだにいまだにいまだに設置設置設置設置できないのはなぜかできないのはなぜかできないのはなぜかできないのはなぜか。。。。またまたまたまた、、、、いついついついつ設置設置設置設置できるのかできるのかできるのかできるのか。。。。

5555 農林水産関係農林水産関係農林水産関係農林水産関係についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄でででで確認確認確認確認されているされているされているされている薬草薬草薬草薬草はははは、、、、何種類何種類何種類何種類あるかあるかあるかあるか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその中中中中でででで、、、、換金作物換金作物換金作物換金作物としてとしてとしてとして生産生産生産生産できできできでき
るものはるものはるものはるものは、、、、どのくらいあるかどのくらいあるかどのくらいあるかどのくらいあるか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその主主主主なななな薬用作物薬用作物薬用作物薬用作物はははは何何何何かかかか。。。。

ｱｱｱｱ 民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者がががが、、、、事業事業事業事業としてとしてとしてとして成功成功成功成功しているしているしているしている事例事例事例事例はははは幾幾幾幾つかつかつかつか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその生産量生産量生産量生産量とととと金額金額金額金額はははは幾幾幾幾らららら
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの亜熱帯気候亜熱帯気候亜熱帯気候亜熱帯気候でしかでしかでしかでしか生産生産生産生産できないできないできないできない薬草薬草薬草薬草がががが多多多多々々々々あるとあるとあるとあると思思思思うのでうのでうのでうので、、、、大大大大きなきなきなきな島島島島おこしのおこしのおこしのおこしの原原原原
動力動力動力動力としてとしてとしてとして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んではどうかんではどうかんではどうかんではどうか。。。。

((((2222)))) 各市町村各市町村各市町村各市町村、、、、農業用農業用農業用農業用ためためためため池池池池ののののアオコアオコアオコアオコ対策対策対策対策にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているがしているがしているがしているが、、、、太陽光等太陽光等太陽光等太陽光等、、、、自然再生自然再生自然再生自然再生エネルエネルエネルエネル
ギーギーギーギーによるによるによるによる農業用水利施設農業用水利施設農業用水利施設農業用水利施設のののの運転運転運転運転にににに係係係係るるるる負担軽減策負担軽減策負担軽減策負担軽減策とととと水質浄化水質浄化水質浄化水質浄化についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 養殖場養殖場養殖場養殖場のののの水質水質水質水質がががが、、、、危機的状況危機的状況危機的状況危機的状況にあるとにあるとにあるとにあ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対策対策対策対策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。。。。

6666 防災関係防災関係防災関係防災関係についてについてについてについて

((((1111)))) 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災がががが発生発生発生発生してからしてからしてからしてから、、、、やがてやがてやがてやがて３３３３年年年年になろうとしているがになろうとしているがになろうとしているがになろうとしているが、、、、防災危機管理防災危機管理防災危機管理防災危機管理としてどのとしてどのとしてどのとしてどの
ようなようなようなような事業事業事業事業をををを行行行行ってきたかってきたかってきたかってきたか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後とるべきとるべきとるべきとるべき最最最最もももも重要重要重要重要なななな対策対策対策対策はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成26262626年度事業年度事業年度事業年度事業としてとしてとしてとして「「「「沖縄県大災害時救援沖縄県大災害時救援沖縄県大災害時救援沖縄県大災害時救援システムシステムシステムシステム検討事業検討事業検討事業検討事業」」」」をををを計画計画計画計画しているがしているがしているがしているが、、、、どのどのどのどの
ようなものかようなものかようなものかようなものか説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。

ｱｱｱｱ 大災害時大災害時大災害時大災害時とはいつごろをとはいつごろをとはいつごろをとはいつごろを想定想定想定想定しししし、、、、震度幾震度幾震度幾震度幾らららら以上以上以上以上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。。。。

ｲｲｲｲ 人口密度人口密度人口密度人口密度のののの高高高高いいいい那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市、、、、宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市、、、、沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市でででで、、、、震度震度震度震度７７７７以上以上以上以上のののの地震地震地震地震でででで避難避難避難避難にににに適適適適
当当当当とととと思思思思われるわれるわれるわれる建物建物建物建物はははは何軒何軒何軒何軒あるかあるかあるかあるか。。。。またまたまたまた、、、、災害時災害時災害時災害時のののの使用協定使用協定使用協定使用協定なるものはどうなっているかなるものはどうなっているかなるものはどうなっているかなるものはどうなっているか。。。。

ｳｳｳｳ ライフラインライフラインライフラインライフラインがががが全全全全くくくく機能機能機能機能しなくなったときのしなくなったときのしなくなったときのしなくなったときの対策対策対策対策はどのようにはどのようにはどのようには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。。。。

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06060606    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 20202020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 地位協定及地位協定及地位協定及地位協定及びびびび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)))) 刑事特別法刑事特別法刑事特別法刑事特別法についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 刑事特別法刑事特別法刑事特別法刑事特別法とととと刑法刑法刑法刑法とのとのとのとの法定刑法定刑法定刑法定刑のののの相違点及相違点及相違点及相違点及びびびび、、、、法法法法のののの成立過程成立過程成立過程成立過程についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｲｲｲｲ 第第第第２２２２条条条条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ににに、、、、逮捕権逮捕権逮捕権逮捕権はははは米軍米軍米軍米軍かかかか、、、、県警等県警等県警等県警等にあるかにあるかにあるかにあるか。。。。それともそれともそれともそれとも双方双方双方双方にににに属属属属するのするのするのするの
かかかか、、、、説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｳｳｳｳ 第第第第11111111条条条条のののの「「「「刑事訴訟法刑事訴訟法刑事訴訟法刑事訴訟法のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、直直直直ちにちにちにちに被疑者被疑者被疑者被疑者をををを合衆国軍隊合衆国軍隊合衆国軍隊合衆国軍隊にににに引引引引きききき渡渡渡渡さなさなさなさな
ければならないければならないければならないければならない」」」」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をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｴｴｴｴ 第第第第13131313条条条条のののの「「「「又又又又はははは、、、、合衆国軍隊合衆国軍隊合衆国軍隊合衆国軍隊のののの財産財産財産財産についてのについてのについてのについての捜索捜索捜索捜索、、、、差押差押差押差押ええええ、、、、又又又又はははは検証検証検証検証はははは、、、、合衆国軍合衆国軍合衆国軍合衆国軍
隊隊隊隊のののの権限権限権限権限あるあるあるある者者者者のののの同意同意同意同意をををを得得得得てててて行行行行いいいい、、、、又又又又はははは検察官若検察官若検察官若検察官若しくはしくはしくはしくは司法警察員司法警察員司法警察員司法警察員からそのからそのからそのからその合衆国軍合衆国軍合衆国軍合衆国軍
隊隊隊隊のののの権限権限権限権限あるあるあるある者者者者にににに嘱託嘱託嘱託嘱託してしてしてして行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。」。」。」。」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をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｵｵｵｵ 刑事特別法刑事特別法刑事特別法刑事特別法のののの適用事例適用事例適用事例適用事例はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。あればあればあればあれば説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン内内内内でででで発生発生発生発生したしたしたしたＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060ヘリヘリヘリヘリのののの墜落現場墜落現場墜落現場墜落現場のののの土壌土壌土壌土壌からからからから、、、、有害物質有害物質有害物質有害物質のののの鉛鉛鉛鉛ややややヒヒヒヒ素素素素
がががが検出検出検出検出されされされされ、、、、村民村民村民村民はははは不安不安不安不安とととと日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府へのへのへのへの不信感不信感不信感不信感がががが根強根強根強根強いいいい。。。。県県県県のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの対応対応対応対応とととと今後今後今後今後
のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊とととと米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊とのとのとのとの上陸合同演習上陸合同演習上陸合同演習上陸合同演習がががが、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに行行行行われているわれているわれているわれている。。。。今後今後今後今後、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、西部方西部方西部方西部方
面普通科連隊面普通科連隊面普通科連隊面普通科連隊（（（（700700700700名名名名））））をををを解散解散解散解散しししし、、、、新新新新たにたにたにたに水陸機動団水陸機動団水陸機動団水陸機動団（（（（3000300030003000名名名名））））をををを創隊創隊創隊創隊するとのことであるするとのことであるするとのことであるするとのことである。。。。
そのことによってそのことによってそのことによってそのことによって、、、、宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村「「「「かたばるかたばるかたばるかたばる」」」」及及及及びびびび金武町金武町金武町金武町のののの「「「「ブルービーチブルービーチブルービーチブルービーチ」」」」等等等等でのでのでのでの、、、、上陸訓練上陸訓練上陸訓練上陸訓練
がががが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの役割役割役割役割をををを自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊がががが担担担担うことになりうことになりうことになりうことになり、、、、在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地がががが日日日日
米米米米のののの共同使用基地共同使用基地共同使用基地共同使用基地になりになりになりになり、、、、基地機能基地機能基地機能基地機能がががが強化強化強化強化されるされるされるされる。。。。このこのこのこの件件件件についてについてについてについて、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」のののの実現性実現性実現性実現性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 文化行政文化行政文化行政文化行政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博物館博物館博物館博物館、、、、資料館資料館資料館資料館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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立移民資料館県立移民資料館県立移民資料館県立移民資料館のののの建設建設建設建設についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 復帰記念会館復帰記念会館復帰記念会館復帰記念会館のののの建設建設建設建設についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教育課題教育課題教育課題教育課題についてについてについてについて

((((1111)))) 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「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその対応対応対応対応、、、、及及及及びびびび他他他他のののの部局部局部局部局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

((((2222)))) 小中学校小中学校小中学校小中学校におけるにおけるにおけるにおける就学援助家庭就学援助家庭就学援助家庭就学援助家庭のののの実態実態実態実態とととと各市町村各市町村各市町村各市町村のののの３３３３年間年間年間年間のののの推移推移推移推移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)))) 通学時通学時通学時通学時にににに「「「「かばんかばんかばんかばん」」」」をををを持持持持たないたないたないたない生徒生徒生徒生徒のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとそ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。。。。

4444 農水産業農水産業農水産業農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)))) ウニウニウニウニのののの種苗供給種苗供給種苗供給種苗供給のののの停止等停止等停止等停止等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)))) 農業用水農業用水農業用水農業用水のためのためのためのため池池池池、、、、養殖場等養殖場等養殖場等養殖場等におけるにおけるにおけるにおけるアオコアオコアオコアオコ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。。。。

5555 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についてについてについてについて

((((1111)))) 法人法人法人法人からのからのからのからの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会社会社会社会社にににに１１１１億円億円億円億円、、、、そのそのそのその他他他他のののの関連会社関連会社関連会社関連会社にににに1900190019001900万万万万
円円円円、、、、700700700700万円等万円等万円等万円等のののの貸与貸与貸与貸与があるががあるががあるががあるが、、、、そのそのそのその詳細詳細詳細詳細についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 監事監事監事監事のののの会計監査会計監査会計監査会計監査がなされずがなされずがなされずがなされず、、、、監査報告書監査報告書監査報告書監査報告書がががが県県県県にににに提出提出提出提出されているがされているがされているがされているが、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように指導指導指導指導
したかしたかしたかしたか。。。。またまたまたまた、、、、事業報告書等事業報告書等事業報告書等事業報告書等にににに問題問題問題問題はなかったかはなかったかはなかったかはなかったか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 定款定款定款定款にないにないにないにない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、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように指導指導指導指導したのかしたのかしたのかしたのか伺伺伺伺うううう。。。。
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((((4444)))) 借入金借入金借入金借入金、、、、またはまたはまたはまたは貸付金貸付金貸付金貸付金にににに係係係係るるるる証書証書証書証書はははは、、、、存在存在存在存在するのかするのかするのかするのか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。。。。

((((5555)))) 役員報酬役員報酬役員報酬役員報酬のののの額及額及額及額及びそのびそのびそのびその根拠根拠根拠根拠もももも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。。。。

6666 有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所についてについてについてについて

((((1111)))) 有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所のののの開設開設開設開設のののの条件条件条件条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。。。。

((((2222)))) 中北部医療圏中北部医療圏中北部医療圏中北部医療圏におけるにおけるにおけるにおける有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所のののの数数数数についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 ＴＡＴＴＯＯ（ＴＡＴＴＯＯ（ＴＡＴＴＯＯ（ＴＡＴＴＯＯ（入入入入れれれれ墨墨墨墨））））のののの事業所事業所事業所事業所のののの開設開設開設開設についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＡＴＴＯＯＴＡＴＴＯＯＴＡＴＴＯＯＴＡＴＴＯＯのののの営業許可営業許可営業許可営業許可とととと県内県内県内県内のののの事業所事業所事業所事業所のののの数数数数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329329329329号号号号のののの渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消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。。。。

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06060606    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 20202020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26262626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7239723972397239億円億円億円億円となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。沖縄関連税制沖縄関連税制沖縄関連税制沖縄関連税制でででで
はははは、、、、経済金融活性化特区経済金融活性化特区経済金融活性化特区経済金融活性化特区のののの創設創設創設創設・・・・航空機燃料税軽減措置航空機燃料税軽減措置航空機燃料税軽減措置航空機燃料税軽減措置のののの離島路線離島路線離島路線離島路線へのへのへのへの拡充拡充拡充拡充、、、、地域指定地域指定地域指定地域指定
等等等等にににに係係係係るるるる権限権限権限権限のののの知事知事知事知事へのへのへのへの移譲移譲移譲移譲などなどなどなど大幅大幅大幅大幅にににに改正改正改正改正されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。またまたまたまた、、、、向向向向こうこうこうこう７７７７年間年間年間年間のののの
沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算のののの3000300030003000億程度以上億程度以上億程度以上億程度以上がががが担保担保担保担保されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、県政史上県政史上県政史上県政史上まれにまれにまれにまれに見見見見るるるる成果成果成果成果だとだとだとだと考考考考えまえまえまえま
すすすす。。。。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値目標値目標値目標値であるであるであるである県民所得県民所得県民所得県民所得270270270270万円万円万円万円のののの目標目標目標目標をををを初初初初めとするめとするめとするめとする施策目標施策目標施策目標施策目標のののの
達成達成達成達成にににに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。。。。まさにまさにまさにまさに、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは日本経済活性化日本経済活性化日本経済活性化日本経済活性化ののののフロントランフロントランフロントランフロントラン
ナーナーナーナーとしてとしてとしてとして期待期待期待期待されされされされ、、、、新新新新たなたなたなたなステージステージステージステージをををを迎迎迎迎えておりますえておりますえておりますえております。。。。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ががが
ひとしくひとしくひとしく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期期期
待待待待がががが集集集集まっていますまっていますまっていますまっています。。。。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)))) 県民所得県民所得県民所得県民所得270270270270万円達成万円達成万円達成万円達成にににに当当当当たってたってたってたって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産業産業産業のののの予測予測予測予測とととと産業構造産業構造産業構造産業構造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)))) 沖縄関連税制沖縄関連税制沖縄関連税制沖縄関連税制のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 各地域制度各地域制度各地域制度各地域制度のののの地域指定等地域指定等地域指定等地域指定等のかかるのかかるのかかるのかかる権限権限権限権限のののの知事知事知事知事へのへのへのへの移譲移譲移譲移譲とととと期待期待期待期待されるされるされるされる事業効果事業効果事業効果事業効果についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 航空機燃料税軽減措置航空機燃料税軽減措置航空機燃料税軽減措置航空機燃料税軽減措置のののの離島航路拡充離島航路拡充離島航路拡充離島航路拡充によりによりによりにより期待期待期待期待されるされるされるされる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。。。。

2222 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)))) 臨海型産業臨海型産業臨海型産業臨海型産業のののの展開強化展開強化展開強化展開強化とととと離島航路離島航路離島航路離島航路ののの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

((((2222)))) アジアアジアアジアアジア向向向向けけけけ生鮮食料品生鮮食料品生鮮食料品生鮮食料品のののの輸出輸出輸出輸出のののの現状現状現状現状とととと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

((((3333)))) 離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・学生等学生等学生等学生等のののの航空運賃割引航空運賃割引航空運賃割引航空運賃割引についてについてについてについて

((((4444)))) 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ーセンターセンターセンターのののの管理方法管理方法管理方法管理方法とととと利用料金等利用料金等利用料金等利用料金等についてについてについてについて

((((5555)))) 宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港のののの国際線国際線国際線国際線ターミナルターミナルターミナルターミナル（ＣＩＱ）（ＣＩＱ）（ＣＩＱ）（ＣＩＱ）のののの整備計画整備計画整備計画整備計画とととと供用開始供用開始供用開始供用開始のののの予定予定予定予定についてについてについてについて

((((6666)))) 天然天然天然天然ガスガスガスガス試掘調査試掘調査試掘調査試掘調査のののの結果結果結果結果とととと事業化事業化事業化事業化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についてみについてみについてみについて

((((7777)))) 宮古県営公園基本計画策定宮古県営公園基本計画策定宮古県営公園基本計画策定宮古県営公園基本計画策定とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((8888)))) 多良間村多良間村多良間村多良間村のののの物価高対策物価高対策物価高対策物価高対策についてについてについてについて

((((9999)))) 多良間製糖工場多良間製糖工場多良間製糖工場多良間製糖工場のののの更新整備更新整備更新整備更新整備のののの計画計画計画計画についてについてについてについて

((((10101010))))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計画利活用計画利活用計画利活用計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 総合防災訓練複合施設整備計画総合防災訓練複合施設整備計画総合防災訓練複合施設整備計画総合防災訓練複合施設整備計画（（（（仮称仮称仮称仮称））））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

ｲｲｲｲ 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のののの推進推進推進推進にはにはにはには国国国国をををを事業主体事業主体事業主体事業主体にすべきとにすべきとにすべきとにすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、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
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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06060606    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 20202020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 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)))) 知事知事知事知事がががが辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請をををを承認承認承認承認したしたしたした根拠根拠根拠根拠とととと、、、、そこにそこにそこにそこに至至至至るまでにるまでにるまでにるまでに政治的判断政治的判断政治的判断政治的判断がががが加味加味加味加味されたのされたのされたのされたの
かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事がががが政府政府政府政府にににに求求求求めためためためた４４４４項目項目項目項目のののの米軍基地負担軽減策米軍基地負担軽減策米軍基地負担軽減策米軍基地負担軽減策はははは辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認のののの条件条件条件条件とされたのとされたのとされたのとされたの
ですかですかですかですか、、、、翻翻翻翻ってこのってこのってこのってこの要求要求要求要求をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための知事知事知事知事のののの決意決意決意決意とととと意気込意気込意気込意気込みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 平成平成平成平成26262626年度沖縄税制改革年度沖縄税制改革年度沖縄税制改革年度沖縄税制改革についてについてについてについて

((((1111)))) 昨年末昨年末昨年末昨年末にににに閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されたされたされたされた平成平成平成平成26262626年度税制改革大綱年度税制改革大綱年度税制改革大綱年度税制改革大綱でででで、、、、金融金融金融金融、、、、情報通信情報通信情報通信情報通信、、、、国際物流国際物流国際物流国際物流、、、、産産産産
業業業業イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション、、、、観光観光観光観光のののの各地域制度各地域制度各地域制度各地域制度やややや航空機燃料航空機燃料航空機燃料航空機燃料などなどなどなど、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい税制処置税制処置税制処置税制処置のののの拡充拡充拡充拡充がなさがなさがなさがなさ
れたがれたがれたがれたが、、、、そのそのそのその主主主主なななな改正内容改正内容改正内容改正内容とととと税制効果税制効果税制効果税制効果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)))) 県県県県がががが政府政府政府政府にににに要請要請要請要請したしたしたした改正項目改正項目改正項目改正項目はははは十分十分十分十分にににに反映反映反映反映されましたかされましたかされましたかされましたか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄メディカルメディカルメディカルメディカル・・・・イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション・・・・センターセンターセンターセンター（ＯＭＩＣ）（ＯＭＩＣ）（ＯＭＩＣ）（ＯＭＩＣ）創設創設創設創設についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは「「「「西普天間地区住宅地西普天間地区住宅地西普天間地区住宅地西普天間地区住宅地」」」」のののの返還予定地返還予定地返還予定地返還予定地をををを「「「「拠点返還地拠点返還地拠点返還地拠点返還地」」」」にににに指定指定指定指定してしてしてして、、、、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新薬新薬新薬新薬のののの研究開発拠点研究開発拠点研究開発拠点研究開発拠点をををを創設創設創設創設するするするする計画計画計画計画がががが、、、、国家国家国家国家プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトとしてとしてとしてとして進進進進められているようめられているようめられているようめられているよう
ですがですがですがですが同構想同構想同構想同構想のののの背景背景背景背景とととと目的目的目的目的、、、、さらにさらにさらにさらに県県県県のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり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)))) ＯＭＩＣＯＭＩＣＯＭＩＣＯＭＩＣ構想構想構想構想のののの事業計画事業計画事業計画事業計画のののの内容内容内容内容のののの詳細詳細詳細詳細をををを把握把握把握把握されているのかされているのかされているのかされているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 農業行政農業行政農業行政農業行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県畜産県畜産県畜産県畜産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。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに備備備備えてえてえてえて畜産物畜産物畜産物畜産物のののの輸出戦略輸出戦略輸出戦略輸出戦略がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。生産生産生産生産とととと流通流通流通流通のののの拡大強化拡大強化拡大強化拡大強化はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ているのかているのかているのかているのか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。。。。

5555 土木建設行政土木建設行政土木建設行政土木建設行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県内土木建設業界県内土木建設業界県内土木建設業界県内土木建設業界においてにおいてにおいてにおいて公共工事公共工事公共工事公共工事のののの不落札不落札不落札不落札、、、、不調不調不調不調がががが目立目立目立目立ちますがそのちますがそのちますがそのちますがその原因原因原因原因についてについてについてについて
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 今年今年今年今年２２２２月月月月にににに改訂改訂改訂改訂されたされたされたされた公共事業設計労務単価公共事業設計労務単価公共事業設計労務単価公共事業設計労務単価のののの見直見直見直見直しにしにしにしに伴伴伴伴いいいい業界業界業界業界のののの人材不足人材不足人材不足人材不足はははは改善改善改善改善ささささ
れますかれますかれますかれますか。。。。

6666 統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾート（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県がががが誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討しているしているしているしている統合統合統合統合リゾートリゾートリゾートリゾート（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）（ＩＲ）計画計画計画計画のののの可能性調査結果可能性調査結果可能性調査結果可能性調査結果はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
ますかますかますかますか、、、、税収及税収及税収及税収及びびびび経済効果経済効果経済効果経済効果のののの試算試算試算試算とととと懸念事項懸念事項懸念事項懸念事項にににに対対対対するするするする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をえをえをえを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 海洋資源開発海洋資源開発海洋資源開発海洋資源開発についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける海洋資源海洋資源海洋資源海洋資源（（（（海底資源海底資源海底資源海底資源、、、、水産資源水産資源水産資源水産資源、、、、観光資源観光資源観光資源観光資源））））のののの現状現状現状現状とととと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)))) 「「「「沖縄海洋科学沖縄海洋科学沖縄海洋科学沖縄海洋科学ミュージアムミュージアムミュージアムミュージアム」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））のののの構想構想構想構想はははは、、、、県県県県のののの海洋産業海洋産業海洋産業海洋産業のののの開発育成開発育成開発育成開発育成やややや観光資源観光資源観光資源観光資源にににに
もつながりもつながりもつながりもつながり、、、、県民教育県民教育県民教育県民教育にもにもにもにも資資資資することからすることからすることからすることから海洋県沖縄海洋県沖縄海洋県沖縄海洋県沖縄にはにはにはには是是是是がががが非非非非にもにもにもにも必要必要必要必要なななな施設施設施設施設とととと考考考考えまえまえまえま
すがすがすがすが、、、、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。。。。

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


