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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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717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

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)))) 日米安保日米安保日米安保日米安保についてについてについてについて

((((2222)))) 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についてのについてのについてのについて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

((((3333)))) 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危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去についてについてについてについて

2222 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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717分分分分 花城花城花城花城　　　　大輔大輔大輔大輔（（（（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)))) 知事選出馬時知事選出馬時知事選出馬時知事選出馬時のののの記者会見記者会見記者会見記者会見におけるにおけるにおけるにおける知事知事知事知事のののの答弁答弁答弁答弁のありのありのありのあり方方方方についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((2222)))) 保守保守保守保守・・・・革新革新革新革新といったといったといったといった表現表現表現表現をををを多多多多くくくく用用用用いるいるいるいる知事自身知事自身知事自身知事自身のののの「「「「保守保守保守保守・・・・革新革新革新革新」」」」といったといったといったといった言葉言葉言葉言葉のののの定義定義定義定義についについについについ
てててて改改改改めておめておめておめてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((3333)))) 同同同同じくじくじくじく、「、「、「、「イデオロギー・アイデンティティーイデオロギー・アイデンティティーイデオロギー・アイデンティティーイデオロギー・アイデンティティー」」」」といったといったといったといった言葉言葉言葉言葉のののの定義定義定義定義についてについてについてについて改改改改めておめておめておめてお聞聞聞聞きしきしきしきし
たいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 知事就任挨拶知事就任挨拶知事就任挨拶知事就任挨拶についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

2222 東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業についてについてについてについて

((((1111)))) 本事業本事業本事業本事業のののの知事知事知事知事のののの認識認識認識認識についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((2222)))) 本事業本事業本事業本事業のののの今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

3333 牧港補給基地移設計画牧港補給基地移設計画牧港補給基地移設計画牧港補給基地移設計画についてについてについてについて

((((1111)))) 本計画本計画本計画本計画のののの知事知事知事知事のののの認識認識認識認識についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((2222)))) 本計画本計画本計画本計画のののの今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

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
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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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　良俊良俊良俊良俊（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題のののの解決解決解決解決についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場問題解決普天間飛行場問題解決普天間飛行場問題解決普天間飛行場問題解決のののの具体的具体的具体的具体的なななな時期時期時期時期のののの見通見通見通見通しをおしをおしをおしをお示示示示しくださいしくださいしくださいしください。。。。

((((3333)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの市町村配分市町村配分市町村配分市町村配分についてはについてはについてはについては、、、、現状現状現状現状のののの配分基準配分基準配分基準配分基準どおりにどおりにどおりにどおりに配分配分配分配分をををを行行行行うかうかうかうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの経済経済経済経済についてについてについてについて

((((1111)))) 例年例年例年例年12121212月末月末月末月末にはにはにはには沖縄関連予算沖縄関連予算沖縄関連予算沖縄関連予算がががが答申答申答申答申されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。今回今回今回今回、、、、衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙のあおりをのあおりをのあおりをのあおりを受受受受けけけけ
てててて、、、、沖縄関連予算沖縄関連予算沖縄関連予算沖縄関連予算がががが来年来年来年来年１１１１月末月末月末月末にずれにずれにずれにずれ込込込込むことになるむことになるむことになるむことになる。。。。県内県内県内県内のののの経済経済経済経済にににに影響影響影響影響があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが
どうかどうかどうかどうか。。。。

((((2222)))) 先月先月先月先月のののの21212121日日日日にににに「「「「経済再生経済再生経済再生経済再生とととと財政再建財政再建財政再建財政再建にににに向向向向けてけてけてけて」」」」衆議院衆議院衆議院衆議院をををを解散解散解散解散しましたしましたしましたしました。。。。安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理はははは「「「「アベアベアベアベ
ノミクスノミクスノミクスノミクス解散解散解散解散」」」」だとだとだとだと名名名名づけたづけたづけたづけた上上上上でででで、「、「、「、「アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス」」」」をををを前前前前にににに進進進進めるのかめるのかめるのかめるのか、、、、とめてしまうのかをとめてしまうのかをとめてしまうのかをとめてしまうのかを問問問問うううう
選挙選挙選挙選挙であるとであるとであるとであると述述述述べていますべていますべていますべています。。。。県内県内県内県内のののの経済状況経済状況経済状況経済状況をををを見見見見てててて「「「「アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス」」」」をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理のののの政権復帰後政権復帰後政権復帰後政権復帰後、「、「、「、「強強強強いいいい経済経済経済経済をとりをとりをとりをとり戻戻戻戻すすすす」」」」とととと訴訴訴訴ええええ、、、、２２２２年間年間年間年間でででで完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率のののの好転好転好転好転やややや有有有有
効求人倍率効求人倍率効求人倍率効求人倍率もももも好調好調好調好調にににに推移推移推移推移しししし、、、、倒産件倒産件倒産件倒産件数数数数もももも２２２２割減少割減少割減少割減少とととと経済経済経済経済指標指標指標指標がががが改改改改善善善善しているしているしているしている。。。。県内県内県内県内でもでもでもでも有有有有
効求人倍率効求人倍率効求人倍率効求人倍率、、、、完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率もももも好転好転好転好転しているがしているがしているがしているが、、、、現状現状現状現状についてについてについてについて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 公共工公共工公共工公共工事等事等事等事等のののの入札不入札不入札不入札不調調調調・・・・不落不落不落不落についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの公共工公共工公共工公共工事事事事でででで労務費労務費労務費労務費用用用用のののの増額増額増額増額等等等等にににに伴伴伴伴いいいい、、、、契約契約契約契約金金金金額額額額のののの変更変更変更変更があるががあるががあるががあるが、、、、契約契約契約契約時時時時点点点点でででで対対対対
応応応応、、、、対策対策対策対策がとれなかったのかがとれなかったのかがとれなかったのかがとれなかったのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 契約契約契約契約金金金金額額額額のののの変更変更変更変更はははは、、、、労務費労務費労務費労務費用用用用だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく資材資材資材資材等等等等のののの高騰高騰高騰高騰ももももそそそそのののの要要要要因因因因となっているととなっているととなっているととなっていると思思思思うううう
がががが、、、、県県県県のののの指導指導指導指導はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 今議会今議会今議会今議会でででで、、、、契約変更契約変更契約変更契約変更がががが５５５５件上件上件上件上程程程程されているがされているがされているがされているが、、、、契約書契約書契約書契約書のののの中中中中にににに労務費労務費労務費労務費用用用用のののの増額増額増額増額にににに伴伴伴伴うううう条項条項条項条項
があってがあってがあってがあって契約契約契約契約金金金金額額額額のののの変更変更変更変更になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか。。。。

((((4444)))) 今年今年今年今年度度度度、、、、入札入札入札入札のののの不不不不調調調調・・・・不落不落不落不落にににによよよよりりりり、、、、契約締結契約締結契約締結契約締結ができなかったができなかったができなかったができなかった工工工工事件事件事件事件数数数数についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 子子子子どもどもどもども生生生生活福祉活福祉活福祉活福祉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)))) 生生生生活困窮活困窮活困窮活困窮者自立者自立者自立者自立支援制度支援制度支援制度支援制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 来年来年来年来年４４４４月月月月かかかからららら制度制度制度制度がががが始始始始まるがまるがまるがまるが、、、、衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙のあおりでのあおりでのあおりでのあおりで国国国国のののの予算予算予算予算編成作編成作編成作編成作業業業業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
がががが、、、、県県県県をををを初初初初めめめめ自治体自治体自治体自治体のののの対応対応対応対応はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 制度制度制度制度にはにはにはには、、、、自治体自治体自治体自治体でででで実施実施実施実施するするするする事業事業事業事業にはどにはどにはどにはどんんんんなものがあるかなものがあるかなものがあるかなものがあるか。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業のののの計画計画計画計画のののの準準準準備備備備はははは
順調順調順調順調にににに進進進進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 生生生生活活活活保保保保護護護護のののの申申申申請請請請はははは、、、、町村町村町村町村はははは各福祉各福祉各福祉各福祉保保保保健所健所健所健所でででで、、、、市市市市のののの場場場場合合合合はははは市市市市でででで受受受受けけけけ付付付付けになっているけになっているけになっているけになっている
がががが、、、、生生生生活困窮活困窮活困窮活困窮者自立者自立者自立者自立支援制度支援制度支援制度支援制度もももも同同同同様様様様のののの対応対応対応対応になるのかになるのかになるのかになるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 制度制度制度制度のののの費費費費用用用用負担区負担区負担区負担区分分分分はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

5555 教育教育教育教育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)))) 家庭教育力促家庭教育力促家庭教育力促家庭教育力促進進進進「「「「やーなれーやーなれーやーなれーやーなれー」」」」事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 家庭教育力促家庭教育力促家庭教育力促家庭教育力促進進進進「「「「やーなれーやーなれーやーなれーやーなれー」」」」事業事業事業事業とはどのとはどのとはどのとはどのよよよようなうなうなうな事業事業事業事業かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 事業事業事業事業のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 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。。。。
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6666 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



5

※※※※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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717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

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

1111 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて
　前　前　前　前仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞県政県政県政県政はははは、、、、町町町町のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にありにありにありにあり世界世界世界世界一危険一危険一危険一危険とととと言言言言わわわわれているれているれているれている普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを、、、、９９９９万万万万
5000500050005000市市市市民民民民のののの生生生生命命命命とととと財産財産財産財産をををを守守守守りりりり、、、、そそそそのののの隣接隣接隣接隣接市町村市町村市町村市町村33330000万余万余万余万余のののの生生生生命命命命、、、、財産財産財産財産をををを守守守守るるるる上上上上かかかかららららもももも、、、、一日一日一日一日もももも
早早早早いいいい危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去のためにあのためにあのためにあのためにあらゆらゆらゆらゆるるるる選選選選択肢択肢択肢択肢のののの中中中中でででで、、、、具体的具体的具体的具体的にににに９９９９年年年年とととと11111111カカカカ月月月月でででで普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを
町町町町のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中かかかからららら完全完全完全完全にににに動動動動かすことのできるかすことのできるかすことのできるかすことのできる現現現現実実実実的的的的なななな解決解決解決解決策策策策にににに取取取取りりりり組組組組みみみみましたましたましたました。。。。

((((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をををを動動動動かすかすかすかす原点原点原点原点はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 前前前前仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事のののの現現現現実実実実的的的的対応対応対応対応とととと取取取取りりりり組組組組みみみみでででで、、、、９９９９年年年年とととと11111111カカカカ月月月月でででで町町町町のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中かかかからららら基地基地基地基地をををを動動動動かかかか
しししし、、、、33330000万余万余万余万余のののの生生生生命命命命とととと財産財産財産財産をををを守守守守るためにるためにるためにるために取取取取りりりり組組組組んんんんでおりましたがでおりましたがでおりましたがでおりましたが、、、、新知事新知事新知事新知事はははは新基地新基地新基地新基地のののの県内移県内移県内移県内移
設設設設反対反対反対反対、、、、撤撤撤撤回回回回、、、、中止中止中止中止等等等等おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっておりますがっておりますがっておりますがっておりますが、、、、前前前前仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事よよよよりもりもりもりも一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの
除去除去除去除去にににに向向向向けけけけ、、、、何何何何年年年年早早早早くなるのかくなるのかくなるのかくなるのか、、、、そそそそのののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと明確明確明確明確なななな答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((3333)))) 前前前前仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事はははは一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去にににに向向向向けけけけ、、、、ささささららららなるなるなるなる取取取取りりりり組組組組みみみみでででで５５５５年年年年以以以以内内内内のののの普天間普天間普天間普天間
飛行場飛行場飛行場飛行場のののの運運運運用用用用停止停止停止停止状状状状態態態態のののの実実実実現現現現にににに向向向向けけけけ努努努努めてきましたがめてきましたがめてきましたがめてきましたが、、、、新知事新知事新知事新知事はははは今後今後今後今後何何何何年年年年以以以以内内内内でででで、、、、何何何何をををを
どのどのどの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のかむのかむのかむのか、、、、具体的具体的具体的具体的にににに答弁答弁答弁答弁をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事のののの選挙選挙選挙選挙公約公約公約公約、、、、チラシチラシチラシチラシ等等等等にににに普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去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
みみみみはははは一一一一切切切切現現現現れてこないがれてこないがれてこないがれてこないが、、、、そそそそのののの理理理理由由由由はははは。。。。

((((5555)))) 町町町町のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にありにありにありにあり世界世界世界世界一危険一危険一危険一危険とととと言言言言わわわわれるれるれるれる普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場はははは今後今後今後今後どうあるべきかどうあるべきかどうあるべきかどうあるべきか。。。。

((((6666)))) 那覇那覇那覇那覇市長市長市長市長のののの在在在在任任任任中中中中にににに浦添浦添浦添浦添へへへへのののの軍軍軍軍港移設港移設港移設港移設をををを積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んんんんだだだだ経経経経緯緯緯緯がありますががありますががありますががありますが、、、、今後今後今後今後
はどのはどのはどのはどのよよよようにうにうにうに対応対応対応対応をしていくのかをしていくのかをしていくのかをしていくのか、、、、推進推進推進推進、、、、撤撤撤撤回回回回、、、、粛々粛々粛々粛々とととと進進進進めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。

((((7777)))) 建建建建白書白書白書白書のののの報道報道報道報道されないされないされないされない真実真実真実真実についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成22225555年年年年１１１１月月月月22225555日日日日のののの石垣石垣石垣石垣市長市長市長市長中山中山中山中山義義義義隆隆隆隆とのとのとのとの確確確確認認認認
書書書書はどなたとはどなたとはどなたとはどなたと、、、、どなたがどなたがどなたがどなたが、、、、どのどのどのどのよよよようなうなうなうな内内内内容容容容をををを締結締結締結締結したかしたかしたかしたか。。。。

((((8888)))) 新知事新知事新知事新知事をををを支援支援支援支援しているしているしているしている党派党派党派党派はははは、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題はははは国国国国がががが責責責責任任任任をををを持持持持ってってってって解決解決解決解決するべきであるとするべきであるとするべきであるとするべきであるとよよよよくくくく言言言言
わわわわれますがれますがれますがれますが、、、、そそそそののののよよよようにうにうにうに解解解解釈釈釈釈してしてしてしてよろよろよろよろしいでししいでししいでししいでしょょょょうかうかうかうか。。。。

2222 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



6

※※※※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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 県県県県民及民及民及民及びびびび自自自自民民民民党政党政党政党政府府府府とのとのとのとの信頼構築信頼構築信頼構築信頼構築についてについてについてについて

((((1111)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、「、「、「、「ぶぶぶぶれないれないれないれない政治政治政治政治家家家家」」」」とととと評価評価評価評価されされされされ県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙でででで勝利勝利勝利勝利しししし、、、、革新政党革新政党革新政党革新政党はははは県政県政県政県政をををを奪奪奪奪
還還還還してしてしてして大喜大喜大喜大喜びびびびだがだがだがだが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで長年長年長年長年ににににわわわわたってたってたってたって自自自自民民民民党党党党・・・・保守保守保守保守としてとしてとしてとして翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事をををを支援支援支援支援してきたしてきたしてきたしてきた
市市市市民民民民・・・・県県県県民民民民はははは翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事にににに裏切裏切裏切裏切らららられたとのれたとのれたとのれたとの失失失失望感望感望感望感がががが全県全県全県全県下下下下にあることもにあることもにあることもにあることも事事事事実実実実であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの
見解見解見解見解はははは。。。。

((((2222)))) 自自自自民民民民党本部党本部党本部党本部、、、、自自自自公公公公政権政権政権政権もももも同同同同様様様様にににに長年長年長年長年ににににわわわわたるたるたるたる翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼はははは完全完全完全完全にににに失失失失わわわわれつつあれつつあれつつあれつつあ
るとるとると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。。。。

2222 ４４４４年間年間年間年間でででで実実実実現現現現するするするする選挙選挙選挙選挙公約及公約及公約及公約及びびびび具体的具体的具体的具体的なななな進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古代辺野古代辺野古代辺野古代替施替施替施替施設建設設建設設建設設建設についてはについてはについてはについては「「「「反対反対反対反対」、「」、「」、「」、「つくつくつくつくらせらせらせらせないないないない」。」。」。」。

((((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返還返還返還返還についてはについてはについてはについては、「、「、「、「県県県県外外外外・・・・国外国外国外国外移設移設移設移設」、「」、「」、「」、「固固固固定定定定化化化化ささささせせせせないないないない」」」」ででででよよよよいかいかいかいか、、、、知事知事知事知事
にににに伺伺伺伺うううう。。。。

3333 オーオーオーオールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、建建建建白書白書白書白書のののの選挙選挙選挙選挙利利利利用用用用についてについてについてについて
　オス　オス　オス　オスプレプレプレプレイイイイ配配配配備反対備反対備反対備反対のためののためののためののための県県県県民民民民のののの結束結束結束結束やややや政政政政府府府府要要要要請請請請のためののためののためののための「「「「オーオーオーオールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄」、「」、「」、「」、「建建建建白書白書白書白書」」」」をををを
ななななぜぜぜぜ県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙でででで利利利利用用用用したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

4444 衆院選挙衆院選挙衆院選挙衆院選挙のののの政政政政策策策策・・・・結果結果結果結果をををを受受受受けてけてけてけて
　自　自　自　自民民民民党党党党はははは、、、、選挙選挙選挙選挙公約公約公約公約でででで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返還返還返還返還のためにのためにのためにのために辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの推進推進推進推進をををを掲掲掲掲げげげげてててて大勝大勝大勝大勝しししし、、、、
県県県県民民民民やややや国民国民国民国民のののの信信信信任任任任をををを得得得得たたたた結果結果結果結果となったとなったとなったとなった。。。。県内県内県内県内反対反対反対反対のののの県県県県民民民民のののの民意民意民意民意とととと県内県内県内県内容容容容認認認認のののの県県県県民民民民・・・・国民国民国民国民のののの
民意民意民意民意のののの結果結果結果結果をををを受受受受けてけてけてけて、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はどのはどのはどのはどのよよよようにうにうにうに問題解決問題解決問題解決問題解決をををを図図図図るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 副副副副知事人事知事人事知事人事知事人事についてについてについてについて

((((1111)))) 自自自自民民民民党党党党ＯＢＯＢＯＢＯＢのののの政治政治政治政治家家家家２２２２名名名名をををを副副副副知事知事知事知事にににに起起起起用用用用したしたしたした理理理理由由由由とととと目目目目的的的的。。。。

((((2222)))) 副副副副知事知事知事知事２２２２人人人人のののの決決決決意意意意とととと役割役割役割役割分分分分担担担担はははは。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717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 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)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの基地基地基地基地のののの整整整整理理理理縮小負担軽減縮小負担軽減縮小負担軽減縮小負担軽減についてについてについてについて、、、、基本的基本的基本的基本的なななな知事知事知事知事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。。。。

((((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県県県県外国外外国外外国外外国外へへへへのののの具体的具体的具体的具体的なななな解決解決解決解決のスのスのスのスケジュケジュケジュケジューーーールルルル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)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場・・・・嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納飛行場飛行場飛行場飛行場かかかからららら発生発生発生発生するするするする騒音騒音騒音騒音問題問題問題問題、、、、基地基地基地基地被害被害被害被害についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後どのどのどのどのよよよようううう
にににに解決解決解決解決していくかしていくかしていくかしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける基地関連基地関連基地関連基地関連収入収入収入収入についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 傾斜傾斜傾斜傾斜配分配分配分配分にににによよよよるるるる県県県県のののの主主主主なななな事業事業事業事業のののの内内内内容容容容とととと今後今後今後今後のののの活活活活用用用用、、、、またまたまたまた市町村市町村市町村市町村のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

ｲｲｲｲ 交付金交付金交付金交付金のののの目目目目的的的的とととと配分率配分率配分率配分率のののの算定算定算定算定についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 傾斜傾斜傾斜傾斜配分配分配分配分のののの内内内内訳訳訳訳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

ｴｴｴｴ 傾斜傾斜傾斜傾斜配分配分配分配分のののの増額増額増額増額についてについてについてについて

((((5555)))) 軍軍軍軍用地用地用地用地跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 基地基地基地基地返還返還返還返還後後後後のののの跡利跡利跡利跡利用用用用・・・・地地地地主主主主がががが使使使使用用用用できるまでのできるまでのできるまでのできるまでの日日日日数数数数についてについてについてについて。。。。またまたまたまた、、、、地地地地料料料料についてについてについてについて支払支払支払支払
わわわわれているかれているかれているかれているか。。。。

ｲｲｲｲ 先行先行先行先行取得取得取得取得にににによよよよるるるる税税税税のののの控控控控除除除除はははは可能可能可能可能かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 等価交等価交等価交等価交換換換換にににによよよよるるるる税税税税のののの控控控控除除除除はははは可能可能可能可能かかかか。。。。

ｴｴｴｴ 軍軍軍軍用地用地用地用地返還返還返還返還後後後後のののの農農農農地地地地かかかかららららのののの宅宅宅宅地地地地へへへへのののの変換変換変換変換はははは可能可能可能可能かかかか。。。。

ｵｵｵｵ 基地基地基地基地返還返還返還返還後後後後のののの農農農農地転用地転用地転用地転用のののの件件件件数及数及数及数及びびびび農農農農業業業業委員委員委員委員会会会会のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

ｶｶｶｶ 那覇軍那覇軍那覇軍那覇軍港港港港、、、、キャキャキャキャンンンンププププ・・・・キキキキンンンンザザザザーーーー、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地及及及及びびびび嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地のののの関連関連関連関連収入収入収入収入のののの合合合合計計計計はははは年間年間年間年間
幾幾幾幾ららららかかかか。。。。一方一方一方一方、、、、県県県県がががが作成作成作成作成したしたしたした「「「「駐留軍駐留軍駐留軍駐留軍用地用地用地用地跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用にににに伴伴伴伴うううう経済経済経済経済波及波及波及波及効効効効果果果果等等等等検討検討検討検討調調調調査査査査」」」」でででで
のののの上記上記上記上記のののの基地基地基地基地がががが返還返還返還返還されたされたされたされた場場場場合合合合のののの経済効経済効経済効経済効果果果果（（（（収入収入収入収入））））及及及及びびびび雇雇雇雇用効用効用効用効果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

2222 本県本県本県本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)))) 屋良屋良屋良屋良朝苗顕彰朝苗顕彰朝苗顕彰朝苗顕彰事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、県県県県かかかかららららのののの支援支援支援支援はできないかはできないかはできないかはできないか。。。。

3333 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける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

((((1111)))) 乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療のののの無無無無料化制度料化制度料化制度料化制度のののの経経経経緯緯緯緯についてについてについてについて、、、、またまたまたまた財財財財源措置源措置源措置源措置についてについてについてについて

((((2222)))) 乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療のののの無無無無料化制度料化制度料化制度料化制度をををを７７７７歳未満歳未満歳未満歳未満（（（（小小小小学学学学１１１１年年年年））））またはまたはまたはまたは11115555歳未満歳未満歳未満歳未満（（（（中中中中学学学学３３３３年年年年））））までまでまでまで段階段階段階段階的的的的
にににに引引引引きききき上上上上げげげげることはできないかることはできないかることはできないかることはできないか。。。。

((((3333)))) 引引引引きききき上上上上げげげげたたたた場場場場合合合合のののの対対対対象乳幼児象乳幼児象乳幼児象乳幼児数数数数とととと財財財財源源源源についてについてについてについて

((((4444)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療乳幼児医療費費費費無無無無料化制度料化制度料化制度料化制度（（（（貸貸貸貸付付付付制度導入制度導入制度導入制度導入））））についてについてについてについて

4444 県経済県経済県経済県経済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誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、そそそそのののの経済効経済効経済効経済効果果果果がががが大大大大きいことかきいことかきいことかきいことからららら全全全全国国国国的的的的にににに誘誘誘誘
致致致致計画計画計画計画がががが過熱過熱過熱過熱しておりしておりしておりしており、、、、アアアアジジジジアアアア諸諸諸諸国国国国でもでもでもでも誘致誘致誘致誘致取取取取りりりり組組組組みみみみをををを強強強強めているめているめているめている。。。。県県県県はははは立地場立地場立地場立地場所所所所をををを含含含含めめめめ
取取取取りりりり組組組組みみみみをををを加速加速加速加速するするするする中中中中、、、、早早早早くもくもくもくも西西西西原原原原町町町町・・・・与与与与那原那原那原那原町町町町がががが議会議会議会議会・・・・商商商商工工工工会会会会・・・・町町町町をををを挙挙挙挙げげげげてててて全全全全力力力力でででで取取取取りりりり
組組組組んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、県県県県のののの今後今後今後今後ののののタタタタイイイイムムムムススススケジュケジュケジュケジューーーールルルル、、、、またはまたはまたはまたは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施施施施設設設設のののの機機機機能能能能やややや運運運運
営営営営等等等等のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方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 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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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

1111 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
　知事　知事　知事　知事のののの憲法憲法憲法憲法観観観観・・・・安全保安全保安全保安全保障障障障等等等等にににに関関関関するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条についてについてについてについて翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、憲法憲法憲法憲法改改改改正正正正にはにはにはには賛賛賛賛成成成成かかかか。。。。またまたまたまた、、、、集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権権権権についてどうについてどうについてどうについてどう
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 日本日本日本日本のののの安全保安全保安全保安全保障障障障はははは日本日本日本日本国民国民国民国民全体全体全体全体でででで考考考考えるべきとしているえるべきとしているえるべきとしているえるべきとしている。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、日米安全保日米安全保日米安全保日米安全保障障障障体体体体
制制制制についてについてについてについて、、、、認認認認めるめるめるめる立場立場立場立場にあるかにあるかにあるかにあるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、もはやもはやもはやもはや保守保守保守保守・・・・革新革新革新革新ではないではないではないではない、、、、保革保革保革保革のののの対対対対立立立立をあおるのはをあおるのはをあおるのはをあおるのは過過過過去去去去のものとのものとのものとのものと述述述述べオーべオーべオーべオー
ルルルル沖縄沖縄沖縄沖縄をををを強調強調強調強調していながしていながしていながしていながらららら、、、、衆議院議衆議院議衆議院議衆議院議員員員員選挙選挙選挙選挙でででで、、、、沖縄保守沖縄保守沖縄保守沖縄保守であるであるであるである自自自自民民民民党党党党候候候候補補補補追追追追いいいい落落落落としとしとしとし
のののの先先先先頭頭頭頭にににに立立立立ったったったった。。。。そそそそしてしてしてして自分自分自分自分はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの保守保守保守保守でででで根根根根っかっかっかっかららららのののの保守保守保守保守とととと言言言言っているっているっているっている。。。。保守政治保守政治保守政治保守政治家家家家とととと
してのしてのしてのしての信条信条信条信条やややや政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢とととと矛盾矛盾矛盾矛盾しないかしないかしないかしないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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

((((1111)))) 昨昨昨昨年年年年２２２２月月月月ににににユユユユインインインインチチチチホホホホテテテテルルルルでででで開開開開催催催催されたされたされたされた県市長会県市長会県市長会県市長会のののの懇親懇親懇親懇親会会会会とととと11110000月月月月にににに熊熊熊熊本本本本でででで開開開開催催催催されたされたされたされた九九九九
州州州州市長会市長会市長会市長会のののの懇親懇親懇親懇親会会会会のののの場場場場でででで、、、、あるあるあるある市長市長市長市長がががが「「「「どうしてどうしてどうしてどうして翁翁翁翁長市長長市長長市長長市長はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに対対対対しししし、、、、かたくかたくかたくかたく
なになになになに反対反対反対反対ななななんんんんですかですかですかですか」」」」とのとのとのとの質問質問質問質問にににに対対対対しししし、「、「、「、「どうどうどうどうせせせせ国国国国はははは辺野古辺野古辺野古辺野古にににに基地基地基地基地をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。とめることはでとめることはでとめることはでとめることはで
きないきないきないきない。。。。しかししかししかししかし、、、、県県県県民民民民ははははＮＮＮＮＯＯＯＯのののの立場立場立場立場でつくでつくでつくでつくらせらせらせらせてててて、、、、物物物物をををを言言言言ううううほほほほうがいいうがいいうがいいうがいい」」」」とととと発言発言発言発言したしたしたしたそそそそうだがうだがうだがうだが、、、、
そそそそれはれはれはれは事事事事実実実実かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) このたこのたこのたこのたびびびびのののの県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙でででで、、、、保守保守保守保守系系系系市長市長市長市長のののの公公公公開質問開質問開質問開質問５５５５のののの「「「「那覇軍那覇軍那覇軍那覇軍港港港港のののの浦添浦添浦添浦添移設移設移設移設とととと普天間基普天間基普天間基普天間基
地地地地のののの辺野古辺野古辺野古辺野古のののの移設移設移設移設のののの相違相違相違相違点点点点についてについてについてについて」」」」のののの質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古はははは名名名名護護護護市市市市がががが反対反対反対反対をををを表表表表明明明明しししし
ているがているがているがているが、、、、浦添浦添浦添浦添はははは平成平成平成平成13131313年年年年にににに当当当当時時時時のののの市長市長市長市長がががが容容容容認認認認したかしたかしたかしたからららら」」」」そそそそこにこにこにこに大大大大きなきなきなきな相違相違相違相違点点点点があるとがあるとがあるとがあると回回回回
答答答答したのはしたのはしたのはしたのは事事事事実実実実かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 去去去去るるるる11111111月月月月22228888日日日日のののの琉球琉球琉球琉球新新新新報報報報のののの記事記事記事記事にににに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年年年年以以以以内内内内のののの運運運運用用用用停止停止停止停止のののの実実実実現現現現についてはについてはについてはについては
「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古どうこうはどうこうはどうこうはどうこうは別別別別にしてにしてにしてにして、（、（、（、（運運運運用用用用停止停止停止停止をををを））））やってくれたやってくれたやってくれたやってくれたららららありがたいありがたいありがたいありがたい」」」」とととと知事知事知事知事ののののコメコメコメコメンンンントトトトがががが掲掲掲掲
載載載載されていましたがされていましたがされていましたがされていましたが、、、、どういうどういうどういうどういう意意意意味味味味かかかか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。。。。

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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※※※※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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月17171717    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

8888 17171717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 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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄にににに対対対対するするするする構構構構造造造造的的的的差別差別差別差別のののの問題問題問題問題がががが指指指指摘摘摘摘されているがされているがされているがされているが、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題以外以外以外以外においてもにおいてもにおいてもにおいても沖縄沖縄沖縄沖縄にににに
対対対対してしてしてして差別差別差別差別的的的的なななな政政政政策策策策がなされているのかがなされているのかがなされているのかがなされているのか。。。。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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞前知事前知事前知事前知事はははは退退退退任会見任会見任会見任会見でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄とととと本本本本土土土土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問問問問わわわわれれれれ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄以外以外以外以外のののの都都都都道府道府道府道府県県県県
もももも地地地地域域域域性性性性、、、、歴史歴史歴史歴史があるがあるがあるがある。。。。ヤマトヤマトヤマトヤマト対対対対沖縄沖縄沖縄沖縄というものをというものをというものをというものを前前前前面面面面にににに出出出出してやるしてやるしてやるしてやる時代時代時代時代ではないとではないとではないとではないと語語語語っっっっ
たたたた。。。。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うううう。。。。

((((3333)))) 2222005005005005年年年年にににに普天間普天間普天間普天間のののの移設先移設先移設先移設先としてとしてとしてとして硫黄島硫黄島硫黄島硫黄島をををを視察視察視察視察されたされたされたされた際際際際のののの経経経経緯緯緯緯をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 中国中国中国中国のののの軍軍軍軍拡拡拡拡とととと覇覇覇覇権権権権主主主主義的義的義的義的なななな行行行行動動動動がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている。。。。またまたまたまた一方一方一方一方ではではではでは我我我我がががが国国国国ががががそそそそれにれにれにれに備備備備えるえるえるえる
かのかのかのかのよよよようにうにうにうに、、、、同同同同盟盟盟盟関係関係関係関係のののの強強強強化化化化やややや防衛防衛防衛防衛政政政政策策策策のののの見見見見直直直直しししし、、、、強強強強化化化化をををを進進進進めつつあるめつつあるめつつあるめつつある。。。。本県本県本県本県にとってにとってにとってにとって大大大大
変変変変憂慮憂慮憂慮憂慮すべきすべきすべきすべき状況状況状況状況だとだとだとだと考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島へへへへのののの防衛防衛防衛防衛力力力力強強強強化化化化をををを進進進進めるめるめるめる政政政政府府府府のののの方方方方針針針針とととと先先先先島諸島島諸島島諸島島諸島へへへへのののの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊配配配配備備備備についてのについてのについてのについての知知知知
事事事事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞県政県政県政県政におけるにおけるにおけるにおける米米米米国国国国へへへへのののの働働働働きかけについてのきかけについてのきかけについてのきかけについての評価評価評価評価とととと米米米米国国国国におけるにおけるにおけるにおける渉渉渉渉外活動外活動外活動外活動拠拠拠拠点点点点（（（（県県県県
のののの事事事事務所務所務所務所））））のののの設設設設置置置置計画計画計画計画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)))) 首里城首里城首里城首里城公公公公園園園園はははは民主民主民主民主党政権党政権党政権党政権下下下下においてにおいてにおいてにおいて国国国国かかかからららら県県県県へへへへ移移移移譲譲譲譲されることになったされることになったされることになったされることになった。。。。県県県県民民民民のアイデのアイデのアイデのアイデ
ンティティーのンティティーのンティティーのンティティーの確確確確立立立立においてもにおいてもにおいてもにおいても大変意大変意大変意大変意義義義義のあることであるのあることであるのあることであるのあることである。。。。県県県県にににによよよよるるるる首里城首里城首里城首里城公公公公園園園園のののの一体一体一体一体管管管管
理理理理をををを確確確確立立立立するにはするにはするにはするには、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市所所所所有有有有のののの円鑑池円鑑池円鑑池円鑑池等等等等のののの県県県県へへへへのののの移移移移管管管管をををを滞滞滞滞りなくりなくりなくりなく進進進進めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考えるえるえるえる
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伺伺伺伺うううう。。。。


