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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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 20202020分分分分 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（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 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

((((1111)))) 米軍基地騒音問題米軍基地騒音問題米軍基地騒音問題米軍基地騒音問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地ににににＦＦＦＦ35353535、Ｆ、Ｆ、Ｆ、Ｆ16161616戦闘機等戦闘機等戦闘機等戦闘機等のののの暫定配備計画暫定配備計画暫定配備計画暫定配備計画についてについてについてについて、、、、嘉手納飛行場周辺自治体嘉手納飛行場周辺自治体嘉手納飛行場周辺自治体嘉手納飛行場周辺自治体
がががが求求求求めているめているめているめている騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害やややや外来機外来機外来機外来機のののの飛来禁止飛来禁止飛来禁止飛来禁止にににに逆行逆行逆行逆行するがするがするがするが、、、、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たいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 普天間基地所属普天間基地所属普天間基地所属普天間基地所属ののののＡＨＡＨＡＨＡＨ１１１１ＷＷＷＷヘリコプターからヘリコプターからヘリコプターからヘリコプターから、、、、ミサイルミサイルミサイルミサイル発射装置発射装置発射装置発射装置などなどなどなど、、、、総重量約総重量約総重量約総重量約200200200200キロキロキロキロ
グラムのグラムのグラムのグラムの装備品装備品装備品装備品がががが海上海上海上海上にににに落下落下落下落下するというするというするというするという事故事故事故事故がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。県民県民県民県民のののの生命生命生命生命とととと安全安全安全安全をををを守守守守るるるる立場立場立場立場
からからからから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。。。。

ｳｳｳｳ 環境特別協定環境特別協定環境特別協定環境特別協定がががが日米合意日米合意日米合意日米合意したのをしたのをしたのをしたのを受受受受けけけけ、、、、米軍基地所在米軍基地所在米軍基地所在米軍基地所在14141414都道県都道県都道県都道県でつくるでつくるでつくるでつくる渉外知事会渉外知事会渉外知事会渉外知事会とととと
してしてしてして、、、、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さらなるのさらなるのさらなるのさらなる改定改定改定改定をををを要請要請要請要請していくしていくしていくしていく考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか、、、、政府政府政府政府のののの反応等今後反応等今後反応等今後反応等今後のののの
取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺嘉手納飛行場周辺でのでのでのでの大気汚染物質及大気汚染物質及大気汚染物質及大気汚染物質及びびびび悪臭物質調査悪臭物質調査悪臭物質調査悪臭物質調査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。。。。

ｵｵｵｵ 平成平成平成平成26262626年度年度年度年度からからからから3333年計画年計画年計画年計画でででで実施実施実施実施されているされているされているされている米軍施設環境対策事業米軍施設環境対策事業米軍施設環境対策事業米軍施設環境対策事業についてそのについてそのについてそのについてその進捗状進捗状進捗状進捗状
況況況況とととと目的目的目的目的・・・・予算予算予算予算・・・・事業内容事業内容事業内容事業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)))) 返還軍用地返還軍用地返還軍用地返還軍用地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

ｱｱｱｱ 県県県県はははは2014201420142014年度末返還予定年度末返還予定年度末返還予定年度末返還予定のキャンプのキャンプのキャンプのキャンプ瑞慶覧西普天間地区瑞慶覧西普天間地区瑞慶覧西普天間地区瑞慶覧西普天間地区についてについてについてについて、、、、琉球大学医学部琉球大学医学部琉球大学医学部琉球大学医学部
及及及及びびびび附属病院附属病院附属病院附属病院のののの移転移転移転移転やややや重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設のののの導入導入導入導入などをなどをなどをなどを図図図図るるるる国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点国際医療拠点のののの形成形成形成形成をををを目目目目
指指指指しているしているしているしている。。。。用地用地用地用地のののの先行取得等作業先行取得等作業先行取得等作業先行取得等作業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと財源確保財源確保財源確保財源確保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。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県がががが求求求求めるめるめるめる７７７７年以内年以内年以内年以内のののの牧港牧港牧港牧港地区地区地区地区のののの全全全全面面面面返還返還返還返還にににに向向向向けけけけ、、、、関係関係関係関係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ををを強化強化強化強化するするするする法法法法
定協定協定協定協議議議議会会会会のののの設置設置設置設置についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興策策策策のののの推推推推進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 2015201520152015年度年度年度年度沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興予算等予算等予算等予算等についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2015201520152015年度年度年度年度はははは、、、、前前前前県政県政県政県政ののののももももとでとでとでとで概概概概算要求算要求算要求算要求したしたしたしたもももものでのでのでので、、、、減額減額減額減額もももも自民自民自民自民党沖縄振興党沖縄振興党沖縄振興党沖縄振興調査会等調査会等調査会等調査会等のののの
尽力尽力尽力尽力もあもあもあもありりりり最小限最小限最小限最小限のののの減減減減となとなとなとなっっっったたたた。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、基地基地基地基地はははは県県県県経済経済経済経済のののの最最最最大大大大のののの阻阻阻阻害要害要害要害要因因因因ででででああああるとるとるとると
明言明言明言明言してしてしてしておおおおりりりり、、、、ままままたたたた辺辺辺辺野古埋野古埋野古埋野古埋立立立立承認承認承認承認取取取取りりりり消消消消しやしやしやしや撤回撤回撤回撤回でででで政府政府政府政府とのとのとのとの対立対立対立対立はははは避避避避けられないけられないけられないけられない。。。。
2016201620162016年度年度年度年度からのからのからのからの振興振興振興振興予算予算予算予算についてどのについてどのについてどのについてどのよよよようにうにうにうに取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 減額減額減額減額のののの対対対対象象象象となとなとなとなっっっったのはたのはたのはたのは一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金がががが主主主主ででででああああるがるがるがるが、、、、市町村市町村市町村市町村ににににおおおおいていていていて一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは独独独独自自自自
計画計画計画計画のののの施策施策施策施策がががが実施実施実施実施ででででききききるるるる使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手ののののよよよよいいいいもももものでのでのでのでああああるるるる。。。。減額減額減額減額のののの理由理由理由理由とととと今後今後今後今後、、、、執執執執行行行行率率率率やややや使使使使いいいい
道道道道のののの改改改改善善善善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いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 水産振興水産振興水産振興水産振興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22227777年度年度年度年度のののの新規新規新規新規事業事業事業事業のののの予算予算予算予算のののの中中中中でででで、、、、鮮鮮鮮鮮度保度保度保度保持技術持技術持技術持技術とととと戦戦戦戦略出荷略出荷略出荷略出荷にににによよよよるるるるブブブブランランランランドドドド確立事業確立事業確立事業確立事業
のののの概概概概要要要要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)))) 超低酸素窒素超低酸素窒素超低酸素窒素超低酸素窒素ウウウウルルルルトトトトララララファファファファインインインインバブバブバブバブルルルル海海海海水水水水のののの力力力力をををを活用活用活用活用しししし、、、、鮮魚鮮魚鮮魚鮮魚のののの鮮鮮鮮鮮度保度保度保度保持持持持をするをするをするをするこここことにとにとにとに
よっよっよっよってててて、、、、水産振興水産振興水産振興水産振興にににに役役役役立立立立てるてるてるてるこここことはでとはでとはでとはでききききないかないかないかないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ナノナノナノナノ・・・・フレッシフレッシフレッシフレッシャーでャーでャーでャーで生成生成生成生成したしたしたした窒素窒素窒素窒素ウウウウルルルルトトトトララララファファファファインインインインバブバブバブバブルをルをルをルを含有含有含有含有するするするする超低酸素超低酸素超低酸素超低酸素海海海海水水水水はははは、、、、窒窒窒窒
素素素素ウウウウルルルルトトトトララララファファファファインインインインバブバブバブバブルのルのルのルの作用作用作用作用にににによよよよりりりり、、、、魚魚魚魚をををを保保保保蔵蔵蔵蔵するするするする海海海海水中水中水中水中のののの溶存酸素溶存酸素溶存酸素溶存酸素をををを効率効率効率効率よよよよくくくく取取取取りりりり除除除除
きききき、、、、魚魚魚魚体体体体がががが酸素酸素酸素酸素にににに触触触触れるれるれるれる機会機会機会機会をなくすをなくすをなくすをなくすこここことでとでとでとで酸化酸化酸化酸化をををを抑制抑制抑制抑制しししし、、、、さらにさらにさらにさらに生生生生存存存存・・・・増殖増殖増殖増殖にににに酸素酸素酸素酸素をををを必必必必
要要要要とするとするとするとする好好好好気気気気性細菌性細菌性細菌性細菌をををを抑制抑制抑制抑制ししししまままますすすす。。。。いいいいわばわばわばわば、、、、水中水中水中水中ににににおおおおいていていていて「「「「真空真空真空真空パックパックパックパックとととと同様同様同様同様のののの効果効果効果効果」」」」がががが
得得得得られるられるられるられる。。。。それをそれをそれをそれを活用活用活用活用しししし、、、、各漁各漁各漁各漁業組合業組合業組合業組合をををを通通通通してしてしてして水産振興水産振興水産振興水産振興にににに役役役役立立立立てるてるてるてるこここことはでとはでとはでとはでききききないかないかないかないか伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

4444 県県県県警警警警関係関係関係関係についてについてについてについて
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((((1111)))) 本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるける平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの横断歩横断歩横断歩横断歩道及道及道及道及びびびび停停停停止線止線止線止線のののの整整整整備状況備状況備状況備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。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成22227777年度年度年度年度のののの横断歩横断歩横断歩横断歩道及道及道及道及びびびび停停停停止線止線止線止線のののの整整整整備備備備のののの年間予算年間予算年間予算年間予算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。。。。

5555 土木土木土木土木行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県道県道県道県道12121212号号号号線線線線沿沿沿沿いのいのいのいの読谷村座喜味読谷村座喜味読谷村座喜味読谷村座喜味地地地地域域域域ににににおおおおいていていていて、、、、県道県道県道県道のののの拡張工拡張工拡張工拡張工事事事事にににに伴伴伴伴いいいい歩歩歩歩道道道道のののの中央中央中央中央にににに
電柱電柱電柱電柱がががが設置設置設置設置されてされてされてされておおおおりりりり歩歩歩歩道道道道をををを利用利用利用利用するするするする地地地地域住域住域住域住民民民民からからからから早早早早めにめにめにめに移移移移動動動動ささささせせせせてててて歩歩歩歩道道道道のののの安全安全安全安全をををを確保確保確保確保
ささささせせせせててててほほほほしいとしいとしいとしいと要要要要望望望望ががががあっあっあっあったがたがたがたが、、、、そのそのそのその経緯経緯経緯経緯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)))) 北谷町白比川北谷町白比川北谷町白比川北谷町白比川についてについてについてについて、、、、地地地地域住域住域住域住民民民民はははは当初案当初案当初案当初案どどどどおおおおりりりり「「「「河川拡幅河川拡幅河川拡幅河川拡幅にににによよよよるるるる防災防災防災防災事業事業事業事業をををを進進進進めてめてめてめてほほほほ
しいしいしいしい」」」」とととと強強強強くくくく要請要請要請要請しているしているしているしている。。。。早期早期早期早期のののの実実実実現現現現をををを要求要求要求要求しているがしているがしているがしているが、、、、洪水洪水洪水洪水被害被害被害被害からからからから住住住住民民民民のののの安全安全安全安全とととと財財財財産産産産
をををを守守守守るのはるのはるのはるのは県県県県のののの責任責任責任責任でででで、、、、防災防災防災防災事業事業事業事業のののの執執執執行行行行にににに当当当当たたたたっっっっててててもももも防衛省防衛省防衛省防衛省やややや米軍米軍米軍米軍にににに強強強強くくくく働働働働ききききかけかけかけかけ、、、、解解解解
決決決決にににに向向向向けてのけてのけてのけての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。。。。

((((3333)))) 西西西西湾岸湾岸湾岸湾岸道道道道路路路路（（（（嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ババババイイイイパスパスパスパス））））のののの経緯経緯経緯経緯についてとについてとについてとについてと進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

6666 中高一貫教育中高一貫教育中高一貫教育中高一貫教育についてについてについてについて

((((1111)))) 球球球球陽高校陽高校陽高校陽高校とととと開邦高校開邦高校開邦高校開邦高校へへへへのののの中中中中学部学部学部学部併併併併設設設設についてについてについてについて進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

7777 離島離島離島離島体体体体験交流験交流験交流験交流事業事業事業事業促促促促進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本年度年度年度年度のののの事業計画事業計画事業計画事業計画・・・・予算予算予算予算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。。。。

8888 本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるける子子子子育育育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

((((1111)))) 就就就就学学学学ままままでででで引引引引きききき上上上上げげげげたたたた場合場合場合場合ののののここここどどどどもももも医療医療医療医療費助費助費助費助成事業成事業成事業成事業費費費費のののの対対対対象象象象者者者者数数数数とととと財源財源財源財源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。。。。

((((2222)))) 本本本本県県県県ににににおおおおけるけるけるけるここここどどどどもももも医療医療医療医療費無料化制費無料化制費無料化制費無料化制度度度度((((貸付制貸付制貸付制貸付制度導入度導入度導入度導入))))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。。。。

9999 旅券旅券旅券旅券セセセセンターンターンターンター（（（（パスポパスポパスポパスポーーーートトトト））））業業業業務務務務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へへへへのののの実施実施実施実施経過経過経過経過（（（（進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況））））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。。。。

10101010本本本本県県県県観光観光観光観光のののの将将将将来来来来展望展望展望展望についてについてについてについて

((((1111)))) 大大大大型型型型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設のののの建建建建設場所設場所設場所設場所についてはについてはについてはについては、、、、本本本本県県県県ににににおおおおいていていていてももももそのそのそのその経済効果経済効果経済効果経済効果がががが大大大大ききききいいいいこここことからとからとからとから
全国的全国的全国的全国的にににに誘致誘致誘致誘致計画計画計画計画がががが加熱加熱加熱加熱してしてしてしておおおおりりりりまままますすすす。。。。平成平成平成平成26262626年度年度年度年度ににににおおおおいていていていて、、、、西西西西原町原町原町原町とととと与那原町与那原町与那原町与那原町ママママリンリンリンリン
タタタタウウウウンンンン地区地区地区地区とととと豊見城市豊崎豊見城市豊崎豊見城市豊崎豊見城市豊崎地区地区地区地区のののの２２２２カカカカ所所所所にににに絞絞絞絞られたられたられたられた経緯経緯経緯経緯ががががあああありりりり、、、、残残残残されたされたされたされた課課課課題題題題のののの解消解消解消解消とととと候候候候
補補補補地地地地のののの最終決最終決最終決最終決定定定定のののの時時時時期期期期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。。。。

11111111我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて



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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 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 知事知事知事知事のののの政治政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 辺辺辺辺野古野古野古野古「「「「反対反対反対反対」」」」、、、、「「「「つくらつくらつくらつくらせせせせないないないない」」」」公公公公約実約実約実約実現現現現のののの具具具具体的体的体的体的なななな行行行行動動動動はははは。。。。

((((2222)))) 誇誇誇誇りりりりああああるるるる豊豊豊豊かさとはかさとはかさとはかさとは。。。。

((((3333)))) 基地基地基地基地はははは経済経済経済経済発発発発展展展展のののの最最最最大大大大のののの阻阻阻阻害要害要害要害要因因因因とととと表現表現表現表現しているがしているがしているがしているが、、、、説説説説明明明明とととと具具具具体策体策体策体策はははは。。。。

((((4444)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、保守保守保守保守のののの政治政治政治政治家家家家としてとしてとしてとして政治政治政治政治信念信念信念信念、、、、信条信条信条信条、、、、根根根根本本本本のののの考考考考ええええ方方方方にににに変変変変化化化化ははははああああるのかるのかるのかるのか。。。。

2222 副副副副知事及知事及知事及知事及びびびび特別特別特別特別秘書秘書秘書秘書のののの人人人人事事事事についてについてについてについて

((((1111)))) 選選選選任理由任理由任理由任理由とととと役役役役割割割割分分分分担担担担とととと副副副副知事知事知事知事就任就任就任就任のののの決決決決意意意意とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ。。。。

3333 岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕とコンとコンとコンとコンククククリーリーリーリートブトブトブトブロロロロックックックック設置及設置及設置及設置及びびびび工工工工事事事事中中中中止要請止要請止要請止要請についてについてについてについて

4444 検証委員検証委員検証委員検証委員会設置会設置会設置会設置のののの目的目的目的目的とととと委員委員委員委員のののの責任責任責任責任及及及及びかかるびかかるびかかるびかかる予算予算予算予算はははは。。。。

5555 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金事業事業事業事業のののの県事業及県事業及県事業及県事業及びびびび市町村市町村市町村市町村事業事業事業事業のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題題はははは。。。。

6666 消費消費消費消費税税税税増増増増税税税税反対反対反対反対のののの翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事公公公公約約約約のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの説説説説明明明明。。。。

7777 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運運運用用用用停停停停止止止止とキャンプ・キンとキャンプ・キンとキャンプ・キンとキャンプ・キンザザザザーのーのーのーの７７７７年以内年以内年以内年以内のののの返還等返還等返還等返還等についてはについてはについてはについては、、、、
仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事がががが辺辺辺辺野古野古野古野古をををを認認認認めるめるめるめる条件条件条件条件としてとしてとしてとして総総総総理理理理大大大大臣臣臣臣にににに約約約約束束束束をををを求求求求めためためためたもももものとのとのとのと理解理解理解理解してしてしてしておおおおりりりり、、、、国国国国もももも
同様同様同様同様のののの認認認認識識識識だだだだとととと思思思思うううう。。。。今今今今、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運運運運用用用用停停停停止止止止、、、、キャンプ・キンキャンプ・キンキャンプ・キンキャンプ・キンザザザザーのーのーのーの７７７７年以内年以内年以内年以内のののの
返還返還返還返還をををを求求求求めるめるめるめる調調調調整整整整をするというをするというをするというをするというこここことはとはとはとは、、、、辺辺辺辺野古野古野古野古移設移設移設移設はははは容容容容認認認認とととと表明表明表明表明するするするするもももものではないかのではないかのではないかのではないか。。。。

8888 辺辺辺辺野古野古野古野古地先及地先及地先及地先及びびびび海海海海域域域域さらにさらにさらにさらに尖閣諸尖閣諸尖閣諸尖閣諸島島島島のののの警警警警備体備体備体備体制制制制のののの現現現現状状状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みみみ、、、、知事知事知事知事がががが県県県県警警警警やややや
海保海保海保海保にににに抗抗抗抗議議議議したしたしたした法法法法的的的的根根根根拠拠拠拠。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて



4

※※※※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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 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政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 政府及政府及政府及政府及びびびび米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題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

2222 辺辺辺辺野古野古野古野古移設移設移設移設承認承認承認承認にににに伴伴伴伴うううう取取取取りりりり消消消消しししし、、、、撤回撤回撤回撤回についてについてについてについて

3333 新新新新年度予算年度予算年度予算年度予算編編編編成成成成ののののあああありりりり方方方方とととと不不不不用用用用額額額額及及及及びびびび繰越繰越繰越繰越額額額額のののの現現現現状状状状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代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて



5

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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 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政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて
　県　県　県　県議議議議会会会会２２２２月月月月定定定定例例例例会会会会がががが開開開開会会会会したしたしたした。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは2015201520152015年度年度年度年度のののの県政県政県政県政運営方針運営方針運営方針運営方針をををを発発発発表表表表しししし、、、、米軍飛行米軍飛行米軍飛行米軍飛行
場場場場のののの名名名名護護護護市市市市辺辺辺辺野古野古野古野古へへへへのののの移設移設移設移設についてについてについてについて、、、、多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民のののの負託負託負託負託をををを受受受受けたけたけたけた知事知事知事知事としてとしてとしてとして辺辺辺辺野古野古野古野古にににに新新新新基基基基
地地地地はつくらはつくらはつくらはつくらせせせせないというないというないというないというこここことをとをとをとを県政県政県政県政運営運営運営運営のののの柱柱柱柱にしてにしてにしてにして普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めていくとめていくとめていくとめていくと
改改改改めてめてめてめて強強強強調調調調したしたしたした。。。。前前前前知事知事知事知事のののの辺辺辺辺野古埋野古埋野古埋野古埋立立立立承認承認承認承認をををを検証検証検証検証するするするする第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会のののの報告報告報告報告をををを踏踏踏踏ままままええええ、、、、承認承認承認承認
のののの取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの撤回撤回撤回撤回をををを検討検討検討検討するとしたするとしたするとしたするとした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年内年内年内年内のののの運運運運用用用用停停停停止止止止ややややオオオオススススププププレレレレイのイのイのイの配備配備配備配備撤撤撤撤
回回回回をををを政府政府政府政府にににに求求求求めるめるめるめるこここことととともももも表現表現表現表現しししし明言明言明言明言したしたしたしたこここことについてとについてとについてとについて伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

2222 内内内内閣閣閣閣府予算府予算府予算府予算案案案案及及及及びびびび税税税税制制制制改改改改正正正正についてについてについてについて
　平成　平成　平成　平成22227777年度内年度内年度内年度内閣閣閣閣府府府府沖縄沖縄沖縄沖縄関係予算関係予算関係予算関係予算案案案案についてはについてはについてはについては、、、、沖縄振興交付金沖縄振興交付金沖縄振興交付金沖縄振興交付金1611611611618888億円億円億円億円、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄科科科科学学学学技技技技
術術術術大学院大学関大学院大学関大学院大学関大学院大学関連経費連経費連経費連経費161616167777億円億円億円億円、、、、那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港滑走滑走滑走滑走路増路増路増路増設事業設事業設事業設事業費費費費330330330330億円億円億円億円をををを含含含含むむむむ総総総総額額額額3340334033403340億億億億
円円円円がががが確保確保確保確保されされされされまままましたしたしたした。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄関関関関連連連連税税税税制制制制についてについてについてについて、、、、駐留駐留駐留駐留軍用地軍用地軍用地軍用地のののの公共公共公共公共用地先行取得用地先行取得用地先行取得用地先行取得にににに係係係係るるるる課課課課税税税税
のののの特特特特例措例措例措例措置置置置のののの拡拡拡拡充充充充、、、、揮揮揮揮発発発発油税油税油税油税及及及及びびびび地地地地方揮方揮方揮方揮発発発発油税油税油税油税のののの軽軽軽軽減減減減措措措措置置置置のののの延延延延長長長長、、、、電電電電気事業者気事業者気事業者気事業者のののの発発発発電電電電にににに
係係係係るるるる石油石炭税措石油石炭税措石油石炭税措石油石炭税措置等置等置等置等のののの延延延延長長長長などがなどがなどがなどが改改改改正正正正されされされされまままましたしたしたした。。。。

((((1111)))) 予算確保実予算確保実予算確保実予算確保実積積積積はははは前前前前知事知事知事知事とととと思思思思うがうがうがうが、、、、どうかどうかどうかどうか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22227777年度年度年度年度当初当初当初当初予算予算予算予算はははは、、、、一一一一般般般般会計会計会計会計7777464464464464億億億億9797979700000000万円万円万円万円になになになになっっっっているているているている。。。。基基基基金金金金のののの取取取取りりりり崩崩崩崩しはしはしはしは幾幾幾幾らららら
かかかか。。。。

3333 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)))) 陸陸陸陸上自上自上自上自衛衛衛衛隊隊隊隊沿岸沿岸沿岸沿岸監視監視監視監視部部部部隊隊隊隊配備配備配備配備のののの是非是非是非是非をををを問問問問うううう与那与那与那与那国国国国町町町町のののの住住住住民民民民投票投票投票投票でででで賛賛賛賛成成成成案案案案がががが過過過過半半半半数数数数をををを
占占占占めためためためた。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

((((2222)))) 名名名名護護護護市市市市辺辺辺辺野古野古野古野古へへへへのののの新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる抗抗抗抗議議議議行行行行動動動動でででで県県県県警警警警はははは、、、、米海米海米海米海兵隊兵隊兵隊兵隊キャンプ・キャンプ・キャンプ・キャンプ・シシシシュワュワュワュワブブブブ
敷敷敷敷地内地内地内地内にににに無断無断無断無断でででで侵侵侵侵入入入入したとしてしたとしてしたとしてしたとして、、、、男男男男性性性性２２２２人人人人をををを刑刑刑刑事特別事特別事特別事特別法法法法違違違違反反反反のののの疑疑疑疑いでいでいでいで逮捕逮捕逮捕逮捕したしたしたした。。。。知事知事知事知事にににに
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 県財政県財政県財政県財政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)))) 県財政県財政県財政県財政のののの健健健健全全全全化化化化をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、行財政改行財政改行財政改行財政改革革革革のののの推推推推進進進進はははは重要重要重要重要ででででああああるがるがるがるが、、、、第第第第７７７７次次次次県行財政改県行財政改県行財政改県行財政改革革革革ププププ
ランにランにランにランに基基基基づづづづくくくく県行財政改県行財政改県行財政改県行財政改革革革革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)))) 議議議議会会会会のののの選挙選挙選挙選挙区区区区割割割割りりりり見見見見直直直直ししししもももも取取取取りりりり沙汰沙汰沙汰沙汰されてるがされてるがされてるがされてるが、、、、財政財政財政財政のののの健健健健全全全全化化化化をををを推推推推進進進進するするするする意意意意味味味味からからからから議議議議員員員員
のののの削削削削減減減減ももももやるやるやるやるべべべべききききだだだだととと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たいいたいいたいいたい。。。。

5555 知事知事知事知事のののの公公公公約約約約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公公公公約約約約にににに「「「「自自自自然然然然、、、、文文文文化化化化、、、、伝統伝統伝統伝統などのなどのなどのなどのソソソソフトパフトパフトパフトパワワワワーにーにーにーに牽牽牽牽引引引引されるされるされるされる好好好好調調調調なななな沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの将将将将来来来来
にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしかしかしかしかねねねねないないないないカカカカジジジジノノノノにににに反対反対反対反対ししししまままますすすす。。。。」」」」のののの具具具具体的体的体的体的なななな中中中中身身身身とととと新新新新年度予算年度予算年度予算年度予算ににににＩＩＩＩＲＲＲＲ予算予算予算予算をををを
削削削削減減減減したしたしたした２２２２件件件件ををををおおおお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくだだだださいさいさいさい。。。。重重重重ねねねねてててて知事知事知事知事ははははＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトのののの先進地先進地先進地先進地をををを視察視察視察視察されたされたされたされたこここことととと
ははははあああありりりりまままますかすかすかすか。。。。ままままたたたた、、、、ＩＩＩＩＲＲＲＲ先進地先進地先進地先進地のののの国国国国ををををおおおお聞聞聞聞かかかかせせせせ願願願願いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトのののの経済効果経済効果経済効果経済効果等等等等ははかりははかりははかりははかり知知知知れないれないれないれない経済効果経済効果経済効果経済効果ががががあああありりりりまままますがすがすがすがおおおお伺伺伺伺いしいしいしいしまままますすすす。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄
ででででＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトがががが完完完完全全全全開開開開業業業業されたされたされたされた場合場合場合場合にににに平成平成平成平成22222222年年年年にににに県県県県ややややＩＩＩＩＲＲＲＲ専門家専門家専門家専門家がががが公公公公表表表表したしたしたした経済効経済効経済効経済効
果果果果等等等等はははは、、、、建建建建設設設設効果効果効果効果やややや運営運営運営運営効果効果効果効果などでなどでなどでなどで約約約約5200520052005200億円億円億円億円でででで地地地地元元元元のののの農農農農業業業業、、、、漁漁漁漁業業業業、、、、畜畜畜畜産産産産業等業等業等業等とのとのとのとの第第第第１１１１
次次次次産産産産業等業等業等業等のののの地地地地産産産産地地地地消消消消をををを図図図図りりりり、、、、同同同同時時時時にににに第第第第１１１１次次次次産産産産業等業等業等業等のののの関係者関係者関係者関係者のののの所得所得所得所得がががが向向向向上上上上ししししまままますすすす。。。。さらにさらにさらにさらに
はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの観光観光観光観光収収収収入入入入額額額額のののの１１１１兆円突破兆円突破兆円突破兆円突破がががが確実確実確実確実とととと専門家専門家専門家専門家などがなどがなどがなどが公公公公表表表表していしていしていしていまままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、最最最最もももも大大大大
事事事事なななな雇雇雇雇用用用用がががが、、、、直接直接直接直接的的的的・・・・間間間間接接接接的的的的雇雇雇雇用用用用でででで２２２２万万万万８８８８千人千人千人千人のののの雇雇雇雇用用用用創創創創出出出出がががが生生生生ままままれれれれまままますすすす。。。。那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港のののの第第第第２２２２
滑走滑走滑走滑走路路路路がががが完完完完成成成成されたされたされたされた場合場合場合場合とととと沖縄型沖縄型沖縄型沖縄型ＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトががががオオオオープンされたープンされたープンされたープンされた場合場合場合場合にににに現現現現状状状状のののの沖縄観沖縄観沖縄観沖縄観
光光光光客客客客数数数数のののの約約約約777705050505万人万人万人万人ににににＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトがががが大大大大ききききくくくく加加加加わわわわりりりり、、、、プラプラプラプラスススス999900000000万人万人万人万人のののの来来来来客客客客者者者者観光観光観光観光客客客客をををを
合合合合わせまわせまわせまわせますとすとすとすと約約約約1600160016001600万万万万のののの観光観光観光観光客客客客数数数数ががががふふふふえるとえるとえるとえると、、、、平成平成平成平成22222222年年年年にににに県県県県ややややＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトのののの専門家専門家専門家専門家
がががが発発発発表表表表していしていしていしていまままますすすす。。。。経済効果経済効果経済効果経済効果等等等等のはかりのはかりのはかりのはかり知知知知れないれないれないれない経済効果経済効果経済効果経済効果についてについてについてについて県知事県知事県知事県知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めめめめ
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まままますすすす。。。。

((((3333)))) ＩＩＩＩＲＲＲＲ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトのののの複複複複合合合合型型型型施設施設施設施設のののの中中中中ににににＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥがががが含含含含ままままれているれているれているれているこここことをどうとをどうとをどうとをどう考考考考えていえていえていえていまままますかすかすかすか。。。。まままま
たたたた、、、、国国国国ののの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減額減額減額減額されたされたされたされた場合場合場合場合にににに一一一一つのつのつのつの選択肢選択肢選択肢選択肢としてとしてとしてとして検討検討検討検討するするするする価値価値価値価値ががががああああるとるとるとると思思思思うううう
がががが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めめめめまままますすすす。。。。

((((4444)))) 最最最最もももも、、、、懸念懸念懸念懸念のののの要要要要因因因因ででででああああるるるる「「「「カカカカジジジジノノノノ入場入場入場入場」」」」にににに対対対対するするするする３３３３種類種類種類種類ののののカカカカジジジジノスノスノスノスタイルがタイルがタイルがタイルがあああありりりりまままますのですのですのですのでおおおお伺伺伺伺
いしいしいしいしまままますすすす。。。。

ｱｱｱｱ アメアメアメアメリリリリカカカカ型型型型ののののカカカカジジジジノノノノととととマカマカマカマカオオオオ型型型型やややや韓韓韓韓国国国国ののののカカカカンンンンウウウウォォォォンランンランンランンランドドドドなどなどなどなど、、、、カカカカジジジジノノノノのののの入場入場入場入場ががががオオオオープンでープンでープンでープンで
公営公営公営公営ギギギギャンャンャンャンブブブブルやルやルやルやパパパパチチチチンコンコンコンコ等等等等とととと何何何何もももも変変変変わわわわららららずずずず、、、、博打依博打依博打依博打依存存存存症症症症がががが出出出出まままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、知事知事知事知事のののの公公公公約約約約
にににに近近近近いといといといと思思思思うがうがうがうが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めめめめまままますすすす。。。。

ｲｲｲｲ ヨヨヨヨーローローローロッパッパッパッパ型型型型ののののカカカカジジジジノノノノのののの入場入場入場入場規制規制規制規制はははは非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい規制規制規制規制ががががあああありりりりまままますすすす。。。。ヨヨヨヨーローローローロッパッパッパッパではではではでは主流主流主流主流
でででで、、、、オオオオーーーーストストストストリリリリアアアアややややママママルタやルタやルタやルタやモモモモナナナナコなどでコなどでコなどでコなどで有有有有名名名名ででででござござござございいいいまままますがすがすがすが、、、、地地地地元元元元国民国民国民国民ははははカカカカジジジジノノノノはははは一一一一切切切切
でででできませきませきませきませんんんん。。。。観光観光観光観光客客客客をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとしたカカカカジジジジノノノノでででであああありりりりまままますすすす。。。。国民国民国民国民のののの博打依博打依博打依博打依存存存存症症症症はははは出出出出ませませませませんんんんがががが、、、、経経経経
済効果済効果済効果済効果等等等等がががが大大大大ききききくくくく税収税収税収税収にににに跳跳跳跳ねねねね返返返返っっっっててててここここないないないないこここことやとやとやとや雇雇雇雇用用用用創創創創出出出出がががが大大大大ききききくくくく生生生生ままままれないれないれないれないデメデメデメデメリリリリットットットット
ががががあああありりりりまままますがすがすがすが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めめめめまままますすすす。。。。

ｳｳｳｳ シシシシンンンンガガガガポポポポールールールール型型型型ののののカカカカジジジジノノノノ入場入場入場入場規制規制規制規制ををををおおおお伺伺伺伺いしいしいしいしまままますすすす。。。。シシシシンンンンガガガガポポポポールールールール国民国民国民国民ががががカカカカジジジジノノノノをををを行行行行うううう前前前前
にににに厳厳厳厳しいしいしいしい審審審審査査査査がががが国民国民国民国民一一一一人人人人一一一一人人人人行行行行わわわわれていれていれていれていまままますすすす。。。。①①①①ままままずずずず初初初初めにめにめにめに会会会会員員員員になりになりになりになりまままますすすす。。。。そそそそここここでででで厳厳厳厳
しくしくしくしく国国国国ととととＩＩＩＩＲＲＲＲ運営企運営企運営企運営企業業業業とのとのとのとの所得所得所得所得やややや職職職職場場場場やややや家族構家族構家族構家族構成成成成などがなどがなどがなどが審審審審査査査査されされされされ個人個人個人個人ののののカカカカジジジジノノノノ制限額制限額制限額制限額がががが
決決決決ままままりランりランりランりランクククク分分分分けされけされけされけされまままますとすとすとすと同同同同時時時時にににに会会会会員員員員ＩＩＩＩＤＤＤＤカカカカーーーードドドドががががカカカカジジジジノノノノをををを行行行行うううう国民国民国民国民一一一一人人人人一一一一人人人人にににに発行発行発行発行されされされされ
まままますすすす。。。。ままままたたたた、、、、毎毎毎毎年所得等年所得等年所得等年所得等やややや預貯預貯預貯預貯金金金金やややや仕仕仕仕事事事事をしているかをしているかをしているかをしているか厳厳厳厳しくしくしくしく更更更更新新新新審審審審査査査査制制制制度度度度をををを設設設設けてけてけてけてシシシシンンンン
ガガガガポポポポールールールール政府政府政府政府ととととＩＩＩＩＲＲＲＲ運営企運営企運営企運営企業業業業がががが審審審審査査査査ししししまままますすすす。。。。②②②②次次次次にににに年間年間年間年間費費費費がががが日日日日本本本本円円円円でででで約約約約16161616万円万円万円万円ととととカカカカジジジジノノノノ
をををを行行行行うとうとうとうとききききにににに入場入場入場入場料料料料としてとしてとしてとして約約約約９９９９千円千円千円千円をををを支支支支払払払払いいいいカカカカジジジジノノノノをしをしをしをしまままますすすす。。。。③③③③番番番番目目目目ににににカカカカジジジジノノノノをををを終終終終えたえたえたえた後後後後にににに
カカカカジジジジノノノノをををを使使使使っっっったたたた金額金額金額金額をををを会会会会社社社社やややや家族家族家族家族にににに報告報告報告報告するするするする義義義義務務務務ががががあああありりりり、、、、会会会会社社社社やややや家族家族家族家族ががががカカカカジジジジノノノノをををを規制規制規制規制すすすす
るるるる処処処処置置置置ががががあああありりりりまままますすすす。。。。簡単簡単簡単簡単にににに申申申申しししし上上上上げまげまげまげますとすとすとすと博打依博打依博打依博打依存存存存症症症症をををを予予予予防防防防するためにするためにするためにするために会会会会社社社社やややや家族家族家族家族にににに報報報報
告告告告するするするするこここことがとがとがとが国国国国のののの法法法法律律律律ですですですです。。。。ままままたたたた、、、、カカカカジジジジノノノノのののの入場入場入場入場をでをでをでをでききききなくさなくさなくさなくさせせせせるるるるこここことととともももも国国国国のののの法法法法律律律律ですですですです。。。。博博博博
打依打依打依打依存存存存症症症症対策及対策及対策及対策及びびびび予予予予防防防防対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、カカカカジジジジノノノノをでをでをでをでききききなくするためになくするためになくするためになくするために会会会会社社社社やややや家族家族家族家族がががが電電電電話話話話１１１１本本本本
でででで、、、、国国国国がががが委託委託委託委託するするするするオペオペオペオペレレレレータ・ータ・ータ・ータ・デデデデータータータータ管管管管理理理理会会会会社社社社にににに電電電電話話話話ししししまままますとすとすとすと、、、、幾幾幾幾らららら会会会会員員員員ででででああああろろろろうとうとうとうとＩＩＩＩＤＤＤＤ
カカカカーーーードドドドががががあっあっあっあっててててもももも、、、、会会会会社社社社やややや家族家族家族家族ががががカカカカジジジジノノノノ入場入場入場入場拒否拒否拒否拒否のののの電電電電話話話話１１１１本本本本ででででカカカカジジジジノノノノ入場会入場会入場会入場会員員員員ＩＩＩＩＤＤＤＤカカカカーーーードドドド
ではではではでは入場入場入場入場ももももでででできませきませきませきませんんんんしししし、、、、会会会会員員員員消消消消滅滅滅滅ややややブブブブララララックックックックリリリリストストストストでででで博打依博打依博打依博打依存存存存症症症症をををを出出出出さないさないさないさないよよよようにうにうにうに対策対策対策対策とととと
してしてしてして予予予予防防防防策策策策をををを厳厳厳厳しくしくしくしくシシシシンンンンガガガガポポポポールールールール政府政府政府政府はははは監視監視監視監視をををを打打打打ちちちち出出出出してしてしてして世界世界世界世界１１１１位位位位のののの一一一一般般般般国民国民国民国民にににに対対対対するするするする
博打依博打依博打依博打依存存存存症症症症がががが出出出出ないないないない、、、、カカカカジジジジノノノノのののの入場入場入場入場規制規制規制規制がががが厳厳厳厳しいしいしいしい法法法法律律律律をををを築築築築きまきまきまきましたしたしたした。。。。ままままたたたた、、、、現現現現在在在在、、、、我我我我がががが国国国国
ではではではでは超党超党超党超党派派派派にににによよよよるるるるＩＩＩＩＲＲＲＲ国会国会国会国会議議議議員員員員連連連連盟盟盟盟ががががシシシシンンンンガガガガポポポポールールールール型型型型ををををモデモデモデモデルにしたルにしたルにしたルにした形形形形にしてにしてにしてにして、、、、日日日日本型本型本型本型ＩＩＩＩ
ＲＲＲＲははははシシシシンンンンガガガガポポポポールをさらにールをさらにールをさらにールをさらに厳厳厳厳しくしたしくしたしくしたしくした博打依博打依博打依博打依存存存存症症症症対策対策対策対策をををを検討検討検討検討していしていしていしていまままますすすす。。。。こここことしのとしのとしのとしの統統統統一一一一地地地地
方選挙方選挙方選挙方選挙がががが終終終終わわわわりりりり、、、、５５５５月月月月ごろごろごろごろににににＩＩＩＩＲＲＲＲ推推推推進進進進整整整整備備備備法案法案法案法案をををを上上上上程程程程しししし提提提提出出出出されるされるされるされる予定予定予定予定ででででござござござございいいいまままますすすす。。。。シシシシ
ンンンンガガガガポポポポールールールール型型型型ＩＩＩＩＲＲＲＲならならならならばばばば知事知事知事知事のののの公公公公約約約約とはとはとはとは正正正正反対反対反対反対でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの「「「「自自自自然然然然、、、、文文文文化化化化、、、、伝統伝統伝統伝統などのなどのなどのなどのソソソソフトフトフトフト
パパパパワワワワーにーにーにーに牽牽牽牽引引引引されるされるされるされる好好好好調調調調なななな沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの将将将将来来来来にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしかしかしかしかねねねねないないないないカカカカジジジジノノノノにににに反対反対反対反対ししししまままま
すすすす。。。。」」」」のののの正正正正反対反対反対反対になるとになるとになるとになると思思思思いいいいまままますがすがすがすが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めめめめまままますすすす。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事ははははシシシシンンンンガガガガポポポポールのールのールのールのＩＩＩＩＲＲＲＲ視察視察視察視察ととととＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥをををを視察視察視察視察すすすすべべべべききききだだだだとととと考考考考ええええまままますがすがすがすが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを求求求求めめめめまままま
すすすす。。。。

6666 農林農林農林農林水産水産水産水産についてについてについてについて

((((1111)))) 海海海海洋深層洋深層洋深層洋深層水水水水のののの利用利用利用利用についてについてについてについて
　　　　私私私私のののの質問質問質問質問についてについてについてについて、、、、当当当当時時時時のののの農林農林農林農林水産水産水産水産部長部長部長部長（（（（知知知知念武念武念武念武））））とととと前前前前知事知事知事知事がががが糸満糸満糸満糸満市市市市とととと一一一一緒緒緒緒になになになになっっっってててて実実実実
現現現現ででででききききるるるる方方方方向向向向でででで頑頑頑頑張張張張っっっってみたいとてみたいとてみたいとてみたいと答答答答えたえたえたえたこここことについてとについてとについてとについて、、、、知事知事知事知事とととと農林農林農林農林水産水産水産水産部長部長部長部長にににに伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 20202020分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地整理整理整理整理縮縮縮縮小小小小へへへへ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

((((2222)))) ワワワワシシシシンンンントトトトンンンン駐駐駐駐在在在在員員員員配置配置配置配置のののの戦戦戦戦略略略略についてについてについてについて

2222 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興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)))) 北北北北部部部部振興振興振興振興事業事業事業事業のののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの課課課課題題題題についてについてについてについて

((((2222)))) ＯＯＯＯＩＩＩＩＳＴＳＴＳＴＳＴをををを核核核核としたとしたとしたとした知的知的知的知的産産産産業業業業ククククララララススススターターターター形成形成形成形成のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと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

((((3333)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道導入道導入道導入道導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての調査調査調査調査期期期期間間間間とそのとそのとそのとその後後後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

((((4444)))) 海海海海底底底底熱水熱水熱水熱水鉱床鉱床鉱床鉱床開開開開発発発発へへへへのののの県県県県のかかのかかのかかのかかわわわわりについてりについてりについてりについて

3333 雇雇雇雇用政策用政策用政策用政策についてについてについてについて

((((1111)))) ブブブブララララックックックック企企企企業業業業のののの実実実実態態態態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

((((2222)))) ＩＩＩＩＴＴＴＴ企企企企業業業業へへへへのののの支援支援支援支援策策策策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

((((3333)))) アジアアジアアジアアジア情報情報情報情報通通通通信信信信ハハハハブブブブ形成形成形成形成促促促促進事業進事業進事業進事業のののの効果効果効果効果とととと目目目目標標標標についてについてについてについて

((((4444)))) ククククララララウドセウドセウドセウドセンターのンターのンターのンターの機機機機能能能能とととと企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

4444 文文文文化観光振興化観光振興化観光振興化観光振興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22227777年年年年のののの観光誘観光誘観光誘観光誘客客客客のののの目目目目標標標標についてについてについてについて

((((2222)))) 外国外国外国外国人人人人観光観光観光観光客客客客誘誘誘誘客客客客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

((((3333)))) ししししままままくとくとくとくとぅぅぅぅばばばば継継継継承承承承へへへへのののの実実実実効効効効ああああるるる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

((((4444)))) 「「「「海海海海からからからから豚豚豚豚がやがやがやがやっっっっててててききききたたたた」」」」記念記念記念記念碑碑碑碑建建建建設設設設についてについてについてについて

5555 子子子子育育育育て・て・て・て・福祉福祉福祉福祉政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童対策事業対策事業対策事業対策事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 認認認認可可可可化促化促化促化促進事業進事業進事業進事業のののの新新新新年度年度年度年度のののの目目目目標標標標はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 認認認認可可可可外保外保外保外保育育育育園園園園にににに入所入所入所入所ささささせせせせているているているているひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭へへへへのののの利用利用利用利用料支援料支援料支援料支援についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 認認認認可可可可保保保保育育育育所所所所ににににおおおおけるけるけるける保保保保育育育育士士士士のののの処処処処遇遇遇遇改改改改善善善善のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用率率率率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ ５５５５歳児歳児歳児歳児問題問題問題問題へへへへのののの対応対応対応対応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｵｵｵｵ ここここどどどどもももも医療医療医療医療費助費助費助費助成事業成事業成事業成事業のののの拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて

((((2222)))) 子子子子どどどどもももも・・・・若若若若者対策者対策者対策者対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 貧困貧困貧困貧困連連連連鎖鎖鎖鎖防防防防止対策止対策止対策止対策についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 子子子子どどどどもももも・・・・若若若若者者者者育育育育成成成成支援支援支援支援事業事業事業事業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

((((3333)))) アメアメアメアメララララジアジアジアジアンンンンスクスクスクスクールールールール支援支援支援支援策策策策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日日日日本本本本語語語語指導指導指導指導教教教教材研究材研究材研究材研究事業事業事業事業のののの成成成成果果果果についてについてについてについて

6666 障障障障害害害害児児児児教育教育教育教育についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄高沖縄高沖縄高沖縄高等特別等特別等特別等特別支援支援支援支援学学学学校校校校のののの教育教育教育教育内容内容内容内容とととと就就就就職職職職先先先先とのとのとのとのマッマッマッマッチチチチングについてングについてングについてングについて

((((2222)))) 軽軽軽軽度度度度のののの知的知的知的知的障障障障害者害者害者害者のののの県県県県庁庁庁庁へへへへのののの就就就就職職職職についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄高沖縄高沖縄高沖縄高等特別等特別等特別等特別支援支援支援支援学学学学校校校校・・・・卒卒卒卒業生業生業生業生のののの余暇余暇余暇余暇活活活活動動動動ののののあああありりりり方方方方についてについてについてについて

7777 地地地地域振興域振興域振興域振興についてについてについてについて
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((((1111)))) 山里山里山里山里地区地区地区地区再再再再開開開開発事業発事業発事業発事業についてについてについてについて

((((2222)))) 中城湾港新港中城湾港新港中城湾港新港中城湾港新港地区地区地区地区避避避避難訓練難訓練難訓練難訓練のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((3333)))) 中城湾港新港中城湾港新港中城湾港新港中城湾港新港地区物地区物地区物地区物流流流流拠点拠点拠点拠点化化化化事業事業事業事業についてについてについてについて

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 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 知事知事知事知事のののの政治政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 戦後戦後戦後戦後77770000年年年年についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの施策施策施策施策についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県のののの知事知事知事知事としてとしてとしてとして、、、、内外内外内外内外へへへへアアアアピピピピールするールするールするールするこここことはとはとはと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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 安安安安倍倍倍倍総総総総理理理理等等等等にににに対対対対するするするする提提提提言言言言はないかはないかはないかはないか、、、、伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて県民県民県民県民同同同同士士士士がががが対立対立対立対立しししし、、、、ないしないしないしないし対立対立対立対立ささささせせせせられているられているられているられている現現現現状状状状がががが続続続続いているがいているがいているがいているが、、、、
知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍人人人人等等等等のののの県民県民県民県民蔑蔑蔑蔑視視視視のののの発発発発言言言言がががが相相相相次次次次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 地位協定地位協定地位協定地位協定のののの改定改定改定改定にににに向向向向けてのけてのけてのけての知事知事知事知事のののの決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県県県県のののの財政財政財政財政についてについてについてについて

((((1111)))) 類類類類似似似似県県県県とととと比比比比較較較較してしてしてして、、、、地地地地方方方方交付交付交付交付税税税税及及及及びびびび国国国国庫庫庫庫支出金支出金支出金支出金のののの額額額額とととと順位順位順位順位はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。（。（。（。（５５５５年間年間年間年間
のののの推推推推移移移移））））

((((2222)))) 類類類類似似似似県県県県とととと比比比比較較較較してしてしてして、、、、行政行政行政行政投投投投資資資資のののの額額額額とととと順位順位順位順位はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか。（。（。（。（５５５５年間年間年間年間のののの推推推推移移移移））））

((((3333)))) 類類類類似似似似県県県県とととと比比比比較較較較してしてしてして受受受受益益益益率率率率はどうなはどうなはどうなはどうなっっっっているかているかているかているか（（（（５５５５年間年間年間年間のののの推推推推移移移移））））等等等等をををを説説説説明明明明しししし、、、、そのそのそのその背景背景背景背景ををををあわあわあわあわ
せせせせてててて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 県県県県のののの予算予算予算予算にににに占占占占めるめるめるめる防衛省防衛省防衛省防衛省予算予算予算予算のののの割割割割合合合合についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。（。（。（。（５５５５年間年間年間年間のののの推推推推移移移移））））

((((5555)))) 新新新新たなたなたなたな課課課課税税税税としてとしてとしてとして入入入入域域域域税税税税、、、、レレレレンタンタンタンタカカカカーーーー税税税税等等等等のののの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討中中中中とのとのとのとのここここととととだだだだがががが、、、、そのそのそのその内容及内容及内容及内容及びびびび今今今今
後後後後のののの課課課課題題題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。。。。

3333 ワワワワシシシシンンンントトトトンンンンＤＤＤＤＣＣＣＣ駐駐駐駐在在在在員員員員のののの配置配置配置配置についてについてについてについて

((((1111)))) そのそのそのその目的目的目的目的とととと役役役役割割割割についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米国会米国会米国会米国会議議議議員員員員等等等等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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 世界世界世界世界ののののウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチュチュチュチュ大会大会大会大会についてについてについてについて

((((1111)))) 現現現現状及状及状及状及びびびび内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

5555 文文文文化化化化行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 海外海外海外海外のののの移民移民移民移民資資資資料料料料館館館館のののの状況状況状況状況をををを説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 県立移民県立移民県立移民県立移民資資資資料料料料館館館館及及及及びびびび復帰復帰復帰復帰記念記念記念記念館館館館のののの建建建建設設設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。。。。

6666 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入とととと現現現現在在在在のののの放放放放射線治療等射線治療等射線治療等射線治療等とのとのとのとの違違違違いなどいなどいなどいなど、、、、今後今後今後今後のののの課課課課題題題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)))) 北北北北部地部地部地部地域域域域のののの医療体医療体医療体医療体制制制制についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 北北北北部地部地部地部地域域域域のののの国保国保国保国保のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題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。。。。

7777 刑刑刑刑事特別事特別事特別事特別法法法法についてについてについてについて

((((1111)))) 刑刑刑刑特特特特法法法法２２２２条条条条とととと刑刑刑刑法法法法130130130130条条条条及及及及びびびび軽軽軽軽犯罪犯罪犯罪犯罪法法法法１１１１条条条条32323232号号号号とのとのとのとの法法法法定定定定刑刑刑刑のののの相相相相違違違違についてについてについてについて説説説説明明明明されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((2222)))) 刑刑刑刑特特特特法法法法２２２２条条条条のののの適適適適用用用用のののの事事事事例例例例（（（（大大大大衆衆衆衆運運運運動動動動とのとのとのとの関係関係関係関係））））についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｱｱｱｱ 県外県外県外県外とととと県内県内県内県内についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 逮捕逮捕逮捕逮捕ないしないしないしないし拘拘拘拘束束束束したしたしたした官官官官警警警警はははは誰誰誰誰かかかか。。。。警警警警察察察察かかかか、、、、米軍及米軍及米軍及米軍及びびびび警警警警備備備備員員員員かかかか。。。。
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8888 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの警警警警備備備備にににに当当当当たたたたっっっってのてのてのての法法法法的的的的根根根根拠拠拠拠とそのとそのとそのとその内容内容内容内容についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 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 農農農農地地地地中中中中間間間間管管管管理理理理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)))) 農農農農地地地地のののの集集集集約約約約がどれくらいでがどれくらいでがどれくらいでがどれくらいでききききたのかたのかたのかたのか（（（（面面面面積積積積・・・・件件件件数数数数）。）。）。）。

((((2222)))) 出出出出しししし手手手手とととと受受受受けけけけ手手手手がどれくらいいるのかがどれくらいいるのかがどれくらいいるのかがどれくらいいるのか（（（（面面面面積積積積・・・・件件件件数数数数）。）。）。）。

((((3333)))) 予算予算予算予算執執執執行状況行状況行状況行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。。。。

((((4444)))) 耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄地地地地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伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 事業事業事業事業をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でのでのでのでの課課課課題題題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 航航航航空空空空機機機機整整整整備基地備基地備基地備基地整整整整備事業備事業備事業備事業についてについてについてについて

((((1111)))) 進捗状況進捗状況進捗状況進捗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。。。。

3333 地地地地域域域域公共公共公共公共交通連携交通連携交通連携交通連携計画計画計画計画についてについてについてについて

((((1111)))) バスレバスレバスレバスレーンーンーンーン延延延延長施行長施行長施行長施行前前前前とととと施行後施行後施行後施行後のののの状況等状況等状況等状況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)))) タタタタクシクシクシクシーーーー（（（（空空空空車車車車時時時時））））ののののバスレバスレバスレバスレーンーンーンーン利用利用利用利用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 消防消防消防消防隊隊隊隊のののの先進的先進的先進的先進的消防消防消防消防訓練訓練訓練訓練施設施設施設施設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

((((1111)))) 進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況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。。。。
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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27272727年第年第年第年第1111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03030303    日日日日((((火火火火))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

8888 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 保保保保育育育育事業事業事業事業ののののあああありりりり方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 保保保保育育育育事業事業事業事業のののの新新新新シスシスシスシステテテテムムムム導入導入導入導入はははは順調順調順調順調かかかか。。。。

((((2222)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童のののの解消解消解消解消目目目目標標標標はははは達達達達成成成成ででででききききるかるかるかるか。。。。

((((3333)))) 幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの放放放放課課課課後後後後児童児童児童児童ククククララララブブブブがでがでがでができきききなくなるがなくなるがなくなるがなくなるが対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 子子子子供供供供たたたたちちちちのののの環境環境環境環境についてについてについてについて、、、、沖縄独沖縄独沖縄独沖縄独自自自自のののの考考考考えがえがえがえがああああるかるかるかるか。。。。

2222 下地下地下地下地島島島島パパパパイロイロイロイロットットットット訓練訓練訓練訓練飛行場飛行場飛行場飛行場のののの後利用後利用後利用後利用についてについてについてについて

((((1111)))) 下地下地下地下地島島島島パパパパイロイロイロイロットットットット訓練訓練訓練訓練飛行場飛行場飛行場飛行場のののの後利用後利用後利用後利用のののの基基基基本本本本的的的的なななな活用活用活用活用をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうに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。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンについてンについてンについてンについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンについてのンについてのンについてのンについての所所所所見見見見をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はどのはどのはどのはどのよよよようなうなうなうな沖縄沖縄沖縄沖縄をををを目指目指目指目指すすすすべべべべききききだだだだとととと考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

4444 知事知事知事知事のののの今今今今議議議議会会会会へへへへのののの提提提提案案案案説説説説明明明明要旨要旨要旨要旨についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「自立自立自立自立経済経済経済経済発発発発展展展展資資資資源源源源のののの創創創創出出出出」」」」ととととああああるがるがるがるが「「「「自立自立自立自立経済経済経済経済」」」」はははは可可可可能能能能かかかか。。。。


